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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にレジスト膜を形成し、
　前記レジスト膜の上に、液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料からなる保護膜
を形成し、
　前記レジスト膜と前記保護膜とが積層された前記基板の少なくとも前記保護膜上に直接
所定厚みの液浸露光用非水性液体を配置し、
　前記液浸露光用非水性液体および前記保護膜を介して前記レジスト膜に選択的に光を照
射し、必要に応じて加熱処理を行い、
　前記照射後のレジスト膜を現像処理すると同時に前記保護膜を除去し、レジストパター
ンを得ることを含む、液浸露光プロセスを用いたレジストパターン形成方法であって、
　前記液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料が
　非水性液体を介してレジスト膜へ選択的に光を照射する液浸露光プロセスに用いて好適
なレジスト保護膜を形成するための液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料であっ
て、水溶性およびアルカリ可溶性膜形成成分から選ばれる少なくとも１種を含有し、
　前記液浸露光用非水性液体の沸点が１６０℃以下であることを特徴とするレジストパタ
ーン形成方法。
【請求項２】
　前記液浸露光プロセスが、リソグラフィー露光光がレジスト膜に到達するまでの経路の
少なくとも前記レジスト膜上に、空気より屈折率が大きい所定厚さの前記非水性液体を介
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在させた状態で、前記レジスト膜を露光することによってレジストパターンの解像度を向
上させる構成であることを特徴とする請求項１に記載のレジストパターン形成方法。
【請求項３】
　前記液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料が、さらに、酸発生剤および酸性化
合物の中から選ばれる少なくとも１種を含有することを特徴とする請求項１または２のい
ずれか１項に記載のレジストパターン形成方法。
【請求項４】
　前記酸性化合物が、少なくともフッ素化炭化水素基を有する、カルボン酸、スルホン酸
、及びスルホニル化合物の中から選ばれる少なくとも１種であることを特徴とする請求項
３に記載のレジストパターン形成方法。
【請求項５】
　前記酸性化合物が、下記一般式（１）
Ｒ１ｆＣＯＯＨ・・・・・（１）
（一般式（１）中、Ｒ１ｆは、炭素原子数１～２０の飽和または不飽和の炭化水素基の水
素原子の一部または全部をフッ素原子で置き換えたフッ素化炭化水素基である）で表され
る化合物、下記一般式（２）
Ｒ１ｆＳＯ３Ｈ・・・・・（２）
（一般式（２）中、Ｒ１ｆの定義は同上である）で表される化合物、および、下記一般式
（３）
Ｒ２ｆ（ＳＯ２Ｒ１ｆ）ｎ・・・・・（３）
（一般式（３）中、Ｒ１ｆの定義は同上であり、Ｒ２ｆは、炭素原子数１～２０の飽和ま
たは不飽和の炭化水素基の水素原子の一部または全部をフッ素原子で置き換えたフッ素化
炭化水素基、またはアミノ基であり、ｎは１～４の整数である）で表される化合物から選
ばれる少なくとも１種であることを特徴とする請求項３または４に記載のレジストパター
ン形成方法。
【請求項６】
　前記液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料が、さらに、含窒素化合物を含有す
ることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載のレジストパターン形成方法。
【請求項７】
　前記含窒素化合物が、第４級アンモニウム水酸化物、及びアルカノールアミン化合物の
中から選ばれる少なくとも１種であることを特徴とする請求項６に記載のレジストパター
ン形成方法。
【請求項８】
　前記含窒素化合物が、アミノ酸誘導体から選ばれる少なくとも１種であることを特徴と
する請求項６に記載のレジストパターン形成方法。
【請求項９】
　前記非水性液体が、フッ素系液体であることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項
に記載のレジストパターン形成方法。
【請求項１０】
　保護膜の形成対象である前記レジスト膜が、（Ａ）（ｉ）フッ素原子またはフッ素化ア
ルキル基および（ｉｉ）アルコール性水酸基を共に有する脂肪族環式基を含むアルカリ可
溶性の構成単位（ａ１）を含んでなる、酸の作用によりアルカリ可溶性が変化する重合体
、および（Ｂ）光照射により酸を発生する酸発生剤を含有してなるレジスト組成物を用い
て形成されたものであることを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載のレジスト
パターン形成方法。
【請求項１１】
　前記液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料のｐＨが、２．４～２．８の範囲で
あることを特徴とする請求項１～１０のいずれか一つに記載のレジストパターン形成方法
。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液浸露光（Liquid Immersion Lithography）プロセスに、中でも、リソグラ
フィー露光光がレジスト膜に到達する経路の少なくとも前記レジスト膜上に空気より屈折
率が大きい所定厚さの非水性液体を介在させた状態で前記レジスト膜を露光することによ
ってレジストパターンの解像度を向上させる構成の液浸露光プロセスに用いて好適なレジ
スト保護膜形成用材料、該保護膜形成材料によって形成されたレジスト保護膜、および前
記保護膜を用いたレジストパターン形成方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイス、液晶デバイス等の各種電子デバイスにおける微細構造の製造には、リ
ソグラフィー法が多用されているが、デバイス構造の微細化に伴って、リソグラフィー工
程におけるレジストパターンの微細化が要求されている。
【０００３】
　現在では、リソグラフィー法により、例えば、最先端の領域では、線幅が９０ｎｍ（９
０ｎｍノード）程度の微細なレジストパターンを形成することが可能となっているが、今
後はさらに微細なパターン形成が要求される。
【０００４】
　このような９０ｎｍより微細なパターン形成を達成させるためには、露光装置とそれに
対応するレジストの開発が第１のポイントとなる。露光装置においては、Ｆ2エキシマレ
ーザー、ＥＵＶ(極端紫外光)、電子線、Ｘ線、軟Ｘ線等の光源波長の短波長化やレンズの
開口数（ＮＡ）の増大等が開発ポイントとしては一般的である。
【０００５】
　しかしながら、光源波長の短波長化は高額な新たな露光装置が必要となるし、また、高
ＮＡ化では、解像度と焦点深度幅がトレードオフの関係にあるため、解像度を上げても焦
点深度幅が低下するという問題がある。
【０００６】
　最近、このような問題を解決可能とするリソグラフィー技術として、液浸露光（リキッ
ドイマージョンリソグラフィー）法という方法が報告されている（例えば、非特許文献１
、非特許文献２、非特許文献３）。この方法は、露光時に、レンズと基板上のレジスト膜
との間の少なくとも前記レジスト膜上に所定厚さの純水またはフッ素系不活性液体等の液
状屈折率媒体（屈折率液体、液浸液）を介在させるというものである。この方法では、従
来は空気や窒素等の不活性ガスであった露光光路空間を屈折率（ｎ）のより大きい液体、
例えば純水等で置換することにより、同じ露光波長の光源を用いてもより短波長の光源を
用いた場合や高ＮＡレンズを用いた場合と同様に、高解像性が達成されると同時に焦点深
度幅の低下もない。
【０００７】
　このような液浸露光を用いれば、現存の装置に実装されているレンズを用いて、低コス
トで、より高解像性に優れ、かつ焦点深度にも優れるレジストパターンの形成を実現でき
るため、大変注目されている。
【０００８】
　しかしながら、上述のような液浸露光プロセスにおいては、露光時にレジスト膜が直接
に屈折率液体（液浸液）に接触するので、レジスト膜は液体による侵襲を受けることにな
る。
【０００９】
　そこで、本発明者らは従来のレジスト膜の表面に特定の保護膜を一時的に形成すること
によって、液浸露光中のレジスト膜の変質および使用液体の変質を同時に防止し、液浸露
光を用いた高解像性レジストパターンの形成を可能とすることに成功している。この特定
の保護膜は、詳しくは、フッ素置換ポリマーを少なくとも含有する液浸露光プロセス用レ
ジスト保護膜形成用材料の開発により得られたものである。
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【００１０】
【非特許文献１】Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｖａｃｕｕｍ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　＆　Ｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｙ　Ｂ（ジャーナルオブバキュームサイエンステクノロジー）（Ｊ．Ｖａｃ．
Ｓｃｉ．Ｔｅｃｈｎｏｌ．Ｂ）（（発行国）アメリカ）、１９９９年、第１７巻、６号、
３３０６－３３０９頁
【非特許文献２】Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｖａｃｕｕｍ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　＆　Ｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｙ　Ｂ（ジャーナルオブバキュームサイエンステクノロジー）（Ｊ．Ｖａｃ．
Ｓｃｉ．Ｔｅｃｈｎｏｌ．Ｂ）（（発行国）アメリカ）、２００１年、第１９巻、６号、
２３５３－２３５６頁
【非特許文献３】Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ＳＰＩＥ　Ｖｏｌ.４６９１（プロシ
ーディングスオブエスピーアイイ（（発行国）アメリカ）２００２年、第４６９１巻、４
５９－４６５頁
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、半導体業界では、４５ｎｍノード以下の更なる微細かつ高解像度なパタ
ーン形成が求められており、そのような要求に答えるためには、１９３ｎｍ以下の波長、
特に１５７ｎｍ以下の波長に適した液浸露光法の開発が必要となっている。そこで、液浸
用液体、保護膜、レジストのそれぞれの観点から研究開発がなされている。
【００１２】
　液浸用液体の観点から言うと、Ｆ2エキシマレーザー光（１５７ｎｍ）を使用した場合
に、液浸用液体に求められる性質としては、高透明性であることと高屈折率であることが
挙げられる。このような性質を備える液体としては、フッ素系液体に代表される非水性液
体が好適であることが知られている。
【００１３】
　このフッ素系液体を液浸用液体として用い、波長１５７ｎｍで液浸露光を行なった場合
、理論的には露光波長は１２０ｎｍまで低波長化できる。しかしながら、現在行なわれて
いる、水（屈折率１．４６程度）を液浸用液体として波長１９３ｎｍで液浸露光を行う場
合、露光波長は１３０ｎｍとなり、上述のフッ素系液体を液浸用液体として用い、波長１
５７ｎｍで液浸露光を行なう場合と比較して、わずか１０ｎｍ程度の露光光源のシュリン
ク（低波長化）が達成されるに過ぎない。
【００１４】
　このわずか１０ｎｍ程度の露光光源のシュリンクのために、フッ素系液体を液浸用液体
として用いた波長１５７ｎｍでの液浸露光の様々な条件設定等を行なうことは、労力対効
果を考えた際、実用的でない。
【００１５】
　上述の点を考慮すると、水を液浸用液体として用い、波長１９３ｎｍで液浸露光を行な
う場合に比較して、波長１５７ｎｍで液浸露光を行なうことによる実用レベルでのメリッ
トを出すためには、屈折率が、最低１．５、好ましくは１．７の液浸用液体を用い、露光
波長を９０ｎｍ程度にまでシュリンクする必要がある。
【００１６】
　このような屈折率が最低でも１．５というような高屈折率を有する液浸用液体は、現時
点では未だ実用に供されていないが、最近の技術動向から考えて、フッ素系液体代表され
る非水性液体において、高屈折率を有する液浸用液体が開発され、提供されるのは、時間
の問題であると考えられる。そこで、近々に提供されるであろう高屈折率の非水性液体に
適する保護膜を予め提供しておくことは、前述の４５ｎｍノード以下の微細かつ高解像度
なパターン形成を可能とするためには非常に重要である。
【００１７】
　本発明者らは、上述したようにフッ素置換ポリマーを少なくとも含有する液浸露光プロ
セス用レジスト保護膜形成用材料の開発に成功しているが、これは主に水性液浸用液体を
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念頭に置いた保護膜を形成するためのものであり、フッ素系液体に代表される非水性液体
を液浸用液体として選択した場合、上述のフッ素置換ポリマーを少なくとも含有する液浸
露光プロセス用レジスト保護膜は侵食されてしまう。その結果、露光時にレジスト膜が直
接に屈折率液体（液浸液）に接触し、レジスト膜は液体による侵襲を受け、液浸露光中の
レジスト膜の変質および使用液体の変質を引きおこしてしまう。よって、本発明者らが先
に開発した保護膜は使用に適さないこととなる。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明者らは、上記課題を解決するために高透明性および高屈折率を有するフッ素系液
体に代表される非水性液体を用いた場合に好適な液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成
用材料について鋭意研究を進めたところ、水溶性及びアルカリ可溶性膜形成成分から選ば
れる少なくとも１種を含有させて液浸露光プロセス用レジスト保護膜を形成すればフッ素
系液体に侵食されないことを見いだし、この知見に基づいて本発明を完成させるに至った
。
【００１９】
　本発明はかかる知見に基づいてなされたもので、本発明の液浸露光プロセス用レジスト
保護膜形成用材料は、非水性液体を介してレジスト膜へ選択的に光を照射する液浸露光プ
ロセスに用いて好適なレジスト保護膜を形成するための液浸露光プロセス用レジスト保護
膜形成用材料であって、水溶性及びアルカリ可溶性膜形成成分から選ばれる少なくとも１
種を含有することを特徴とする。
【００２０】
　前記構成において、液浸露光プロセスは、中でも、リソグラフィー露光光がレジスト膜
に到達するまでの経路の少なくとも前記レジスト膜上に、空気より屈折率が大きい所定厚
さの前記非水性液体を介在させた状態で、前記レジスト膜を露光することによってレジス
トパターンの解像度を向上させる構成のものが好適である。
【００２１】
　また、本発明の液浸露光プロセス用レジスト保護膜は、非水性液体を介してレジスト膜
へ選択的に光を照射する液浸露光プロセスに用いて好適な液浸露光プロセス用レジスト保
護膜であって、前記保護膜形成用材料が前記レジスト膜上に形成されていることを特徴と
する。
【００２２】
　また、本発明のレジストパターン形成方法は、基板上にレジスト膜を形成し、前記レジ
スト膜の上に、前記保護膜形成材料からなる保護膜を形成し、前記レジスト膜と前記保護
膜とが積層された前記基板の少なくとも前記保護膜上に直接所定厚みの液浸露光用非水性
液体を配置し、前記液浸露光用非水性液体および前記保護膜を介して前記レジスト膜に選
択的に光を照射し、必要に応じて加熱処理を行い、前記照射後のレジスト膜を現像処理す
ると同時に前記保護膜を除去し、レジストパターンを得ることを含む。
【００２３】
　また、本発明は液浸露光プロセスに用いて好適なレジスト保護膜を提供するものである
が、レジスト膜上に保護膜を形成した場合、液浸露光前に大気中のアミンに触れることに
よりレジスト膜表面の酸が失活されるのを防ぐことができるという副次的効果も有する。
すなわち、大気中のアミン濃度が５ｐｐｂ程度の環境においては、レジスト露光時に発生
する酸の失活に起因し、レジストパターンの形状が劣化することが知られており、本発明
保護膜を用いることにより、前記大気中のアミン等の環境要因に対するレジスト膜の耐性
を向上することができる。
【００２４】
　なお、また、本出願人が出願した特開平８－１５８５９号公報には、水溶性膜形成成分
と酸性化合物および酸発生剤の中から選ばれる少なくとも１種とを含有してなるレジスト
用塗布液およびこれを用いたレジスト材料（以下、「公開レジスト材料」という）が公開
されているが、この公開レジスト材料は、「近年の半導体素子製造分野における加工寸法
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の微細化に十分対応できる反射防止膜の効果を保持しつつ、併せて塗布装置等の機器類の
腐食も防止し得るレジスト用塗布液を提供すること、あるいはまた干渉防止膜の均一性を
図り、塗布むらのない干渉防止膜が形成でき、マスクパターンどおりのレジストパターン
が得られるレジスト用塗布液を提供すること、およびこれらレジスト用塗布液を用いたレ
ジスト材料を提供する」ことを目的としており、液浸露光に適したレジスト保護膜を提供
するという本発明の目的とは相違しており、その作用、効果も明らかに異なっている。
【００２５】
　また、本発明の液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料は、液浸露光プロセスと
いう特殊なリソグラフィー技術のために、一から予断を混じさせること無く、非水性液体
に対して最適な耐性を発揮する組成を追求した結果得られたものであり、前記公報に開示
の発明と独立に成されたものである。ちなみに、前記公報にはそもそも液浸露光という技
術思想は示唆されておらず、その公開レジスト材料が、液浸露光プロセスに用い得るか否
かは全く不明である。
【００２６】
　なお、本発明者らは、本発明をなすに当たって、液浸露光工程を含むレジストパターン
形成方法に用いるレジスト膜の適性性を評価する方法について、以下のように分析し、そ
の分析結果に基づいて、レジスト組成物およびこの組成物を用いたレジストパターン形成
方法を評価した。
【００２７】
　すなわち、液浸露光によるレジストパターン形成性能を評価するには、（ｉ）液浸露光
法による光学系の性能、（ii）液浸用液体に対するレジスト膜からの影響、（iii）液浸
用液体によるレジスト膜の変質、の３点が確認できれば、必要十分であると判断される。
【００２８】
　（ｉ）の光学系の性能については、例えば、表面耐水性の写真用の感光板を水中に沈め
て、その表面にパターン光を照射する場合を想定すれば明らかなように、水面と、水と感
光板表面との界面とにおいて反射等の光伝搬損失がなければ、後は問題が生じないことは
、原理上、疑いがない。この場合の光伝搬損失は、露光光の入射角度の適正化により容易
に解決できる。したがって、露光対象であるものがレジスト膜であろうと、写真用の感光
版であろうと、あるいは結像スクリーンであろうと、それらが液浸用液体に対して不活性
であるならば、すなわち、液浸用液体から影響も受けず、液浸用液体に影響も与えないも
のであるならば、光学系の性能には、なんら変化は生じないと考え得る。したがって、こ
の点については、新たに確認実験するには及ばない。
【００２９】
　（ii）の液浸用液体に対するレジスト膜からの影響は、具体的には、レジスト膜の成分
が液中に溶け出し、液浸用液体の屈折率を変化させることである。液浸用液体の屈折率が
変化すれば、パターン露光の光学的解像性は、変化を受けるのは、実験するまでもなく、
理論から確実である。この点については、単に、レジスト膜を液浸用液体に液浸した場合
、ある成分が溶け出して、液浸用液体の組成が変化していること、もしくは屈折率が変化
していることを確認できれば、十分であり、実際にパターン光を照射し、現像して解像度
を確認するまでもない。
【００３０】
　これと逆に、液浸用液体中のレジスト膜にパターン光を照射し、現像して解像性を確認
した場合には、解像性の良否は確認可能でも、液浸用液体の変質による解像性への影響な
のか、レジスト膜の変質による解像性の影響なのか、あるいは両方なのかが、区別できな
くなる。
【００３１】
　（iii）の液浸用液体によるレジスト膜の変質によって解像性が劣化する点については
、「選択的露光と露光後加熱（ＰＥＢ）の間に液浸用液体を、例えば、シャワーのように
レジスト膜にかけて接触させる処理を行い、その後、現像し、得られたレジストパターン
の解像性を検査する」という評価試験で十分である。しかも、この評価方法では、レジス
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ト膜に液浸用液体を直に振りかけることになり、液浸条件としては、より過酷となる。か
かる点についても、完全液浸状態で露光を行う試験の場合には、液浸用液体の変質による
影響なのか、レジスト組成物の液浸用液体による変質が原因なのか、あるいは双方の影響
により、解像性が変化したのかが判然としない。
【００３２】
　前記現象（ii）と（iii）とは、表裏一体の現象であり、レジスト膜の液浸用液体によ
るパターン形状の悪化や感度劣化などの変質程度を確認することによって、把握できる。
従って、（iii）の点についてのみ検証行なえば（ii）の点に係る検証も含まれる。
【００３３】
　このような分析に基づき、液浸露光プロセスに好適な新たな膜形成材料から形成される
レジスト保護膜の液浸露光適性を、「選択的露光と露光後加熱（ＰＥＢ）の間に液浸液体
を、例えば、シャワーのようにレジスト保護膜にかけて接触させる処理を行い、その後、
現像し、得られたレジストパターンの解像性を検査する」という評価試験（以下、「評価
試験１」という）により、確認した。
【００３４】
　さらに、実際の製造工程をシミュレートした「露光のパターン光をプリズムによる干渉
光をもって代用させて、試料（保護膜付きのレジスト膜）を実際液浸状態に置き、露光さ
せる構成の（２光束干渉露光法）」という評価試験（以下、「評価試験２」という）も行
なって確認した。
【００３５】
　さらに、液浸用液体に対するレジスト保護膜の耐性について、極微量な膜厚変化を膜の
重量変化に基づいて検出する方法として、水晶振動子法（水晶天秤：Ｑｕａｒｔｓ　Ｃｒ
ｙｓｔａｌ　Ｍｉｃｒｏｂａｌａｎｃｅを用いた膜厚測定法）による評価試験（以下、「
評価試験３」という）によっても、確認した。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明により、高透明性および高屈折率を有するフッ素系液体に代表される非水性液体
を用いた、液浸露光プロセスに用いて好適な液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材
料および該レジスト保護膜形成用材料からなるレジスト保護膜を提供することができる。
また、該レジスト保護膜形成用材料からなるレジスト保護膜を設ける工程を含む、液浸露
光プロセスを用いたレジストパターン形成方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下に、本発明の実施形態について説明する。
　（Ｉ）液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料
本発明の液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料は、非水性液体を介してレジスト
膜へ選択的に光を照射する液浸露光プロセスに用いて好適なレジスト保護膜を形成するた
めの液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料であって、水溶性及びアルカリ可溶性
膜形成成分から選ばれる少なくとも１種を含有することを特徴とする。
【００３８】
　本発明の液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料に用いられる水溶性膜形成成分
については、水溶性又はアルカリ可溶性を有し、かつ照射光に対して透過性を有するもの
であれば、どのようなものを用いてもよく、特に限定されないが、例えば、i)スピン塗布
法など慣用的な塗布手段により均一な塗膜を形成することができること、ii)ホトレジス
ト膜上に塗膜しても、ホトレジスト膜との間に変質層を形成しないこと、iii)活性光線を
十分に透過することができること、iv)吸収係数の小さい透明性の高い被膜を形成できる
こと等の特性を有するものを用いるのが好ましい。
【００３９】
　このような水溶性膜形成成分としては、例えばヒドロキシプロピルメチルセルロースフ
タレート、ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートフタレート、ヒドロキシプロ
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ピルメチルセルロースアセテートサクシネート、ヒドロキシプロピルメチルセルロースヘ
キサヒドロフタレート、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセル
ロース、ヒドロキシエチルセルロース、セルロースアセテートヘキサヒドロフタレート、
カルボキシメチルセルロース、エチルセルロース、メチルセルロース等のセルロース系重
合体；Ｎ，Ｎ－ジメチルアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピルメタクリルア
ミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピルアクリルアミド、Ｎ－メチルアクリルアミド、ジ
アセトンアクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルメタクリレート、Ｎ，Ｎ－ジエ
チルアミノエチルメタクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリレート、アクリ
ロイルモルホリン、アクリル酸等を単量体とするアクリル酸系重合体；ポリビニルアルコ
ール、ポリビニルピロリドン等のビニル系重合体；等を挙げることができる。これらの中
でも、分子中に水酸基を有しない水溶性ポリマーであるアクリル酸系重合体やポリビニル
ピロリドン等が好適である。これら水溶性膜形成成分は単独で用いてもよく、あるいは２
種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００４０】
　本発明の液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料に用いられるアルカリ可溶性膜
形成成分としては、例えば、フェノール類（フェノール、ｍ－クレゾール、キシレノール
、トリメチルフェノールなど）と、アルデヒド類（ホルムアルデヒド、ホルムアルデヒド
前駆体、プロピオンアルデヒド、２－ヒドロキシベンズアルデヒド、３－ヒドロキシベン
ズアルデヒド、４－ヒドロキシベンズアルデヒドなど）及び／又はケトン類（メチルエチ
ルケトン、アセトンなど）とを、酸性触媒存在下に縮合して得られるノボラック樹脂；ヒ
ドロキシスチレンの単独重合体や、ヒドロキシスチレンと他のスチレン系単量体との共重
合体、ヒドロキシスチレンとアクリル酸又はメタクリル酸あるいはその誘導体との共重合
体などのヒドロキシスチレン系樹脂が挙げられる。これらアルカリ可溶性膜形成成分は単
独で用いてもよく、あるいは２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００４１】
　上記水溶性膜形成成分とアルカリ可溶性膜形成成分のうち、本発明の液浸露光プロセス
用レジスト保護膜形成用材料に用いられる膜形成成分として好ましくは、水溶性膜形成成
分である。
【００４２】
　本発明の液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料は、さらに、酸発生剤および酸
性化合物の中から選ばれる少なくとも１種を含有してもよい。本発明の液浸露光プロセス
用レジスト保護膜形成用材料に用いられる酸発生剤は増幅型レジストに用いられる公知の
化合物を用いることができる。その具体例としては、ジフェニルヨードニウムトリフルオ
ロメタンスルホネート、（４－メトキシフェニル）フェニルヨードニウムトリフルオロメ
タンスルホネート、ビス（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ヨードニウムトリフルオロメ
タンスルホネート、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、（４－
メトキシフェニル）ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、（４－メ
チルフェニル）ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、（４－メチル
フェニル）ジフェニルスルホニウムノナフルオロブタンスルホネート、（ｐ－ｔｅｒｔ－
ブチルフェニル）ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフェニル
ヨードニウムノナフルオロブタンスルホネート、ビス（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）
ヨードニウムノナフルオロブタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムノナフルオロ
ブタンスルホネート、（４－トリフルオロメチルフェニル）ジフェニルスルホニウムトリ
フルオロメタンスルホネート、（４－トリフルオロメチルフェニル）ジフェニルスルホニ
ウムノナフルオロブタンスルホネート、トリ（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）スルホニ
ウムトリフルオロメタンスルホネートなどのオニウム塩などが挙げられる。
【００４３】
　本発明の液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料に用いられる酸性化合物として
は、例えば塩酸、硫酸、硝酸、リン酸などの無機酸、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、ベンゼ
ンスルホン酸、トルエンスルホン酸などの有機酸を挙げることができる。これら有機酸は
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単独で用いてもよく、あるいは２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００４４】
　上記酸性化合物の中でも好ましい酸として、下記一般式（１）
Ｒ1ｆＣＯＯＨ・・・・・（１）
（一般式（１）中、Ｒ1ｆは、炭素原子数１～２０の飽和または不飽和の炭化水素基の水
素原子の一部または全部をフッ素原子で置き換えたフッ素化炭化水素基である）で表され
る化合物、下記一般式（２）
Ｒ1ｆＳＯ3Ｈ・・・・・（２）
（一般式（２）中、Ｒ1ｆの定義は同上である）で表される化合物、および、下記一般式
（３）
Ｒ2ｆ（ＳＯ2Ｒ1ｆ）ｎ・・・・・(３）
（一般式（３）中、Ｒ1ｆの定義は同上であり、Ｒ2ｆは、炭素原子数１～２０の飽和また
は不飽和、フッ素原子置換または非置換の炭化水素基あるいはアミノ基であり、ｎは１～
４の整数である）で表される化合物が挙げられる。
【００４５】
　ここで、上記一般式（１）で表されるフッ素置換カルボン酸としては、パーフルオロヘ
プタン酸、パーフルオロオクタン酸等が挙げられ、また上記一般式（２）で表されるフッ
素置換スルホン酸としては、パーフルオロプロピルスルホン酸、パーフルオロオクチルス
ルホン酸、パーフルオロデシルスルホン酸等が挙げられる。具体的には、例えばパーフル
オロヘプタン酸はＥＦ－２０１等として、パーフルオロオクチルスルホン酸はＥＦ－１０
１等として（いずれもトーケムプロダクツ（株）製）市販されており、これらを好適に用
いることができる。
【００４６】
　上記一般式（３）で表されるフッ素置換スルホニル化合物としては、トリス（トリフル
オロメチルスルホニル）メタン、ビス（トリフルオロメチルスルホニル）アンモニウム、
ビス（ヘプタフルオロエチルスルホニル）アンモニウムなどが挙げられる。
【００４７】
　また、保護膜として酸性度をあげる必要がある場合、炭素数１～４のフッ素置換スルホ
ン酸及び／又はスルホニル化合物と、炭素数５以上のフッ素置換スルホン酸及び／又はス
ルホニル化合物で表される化合物とを組み合わせて用いればよい。
　このような酸性化合物及び／又は酸発生剤を添加することにより、レジストパターンの
形状改善の効果、さらには保護膜形成用材料の経時安定化効果を得ることができる。
【００４８】
　本発明の上記液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料は、通常水溶液の形で用い
られ、水溶性およびアルカリ可溶性膜形成成分の含有量は０．５～１０．０重量％である
のが好ましく、前記酸発生剤および酸性化合物の中から選ばれる少なくとも１種の含有量
は、１．０～１５．０重量％であるのが好ましい。
　最終的に得られる液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料のｐＨは、特に限定さ
れないが、好ましくは酸性である。パターン膜べりが改善し、パターンの矩形性が上昇す
る点から、ｐＨは２．４～２．８がさらに好ましい。
【００４９】
　本発明の上記液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料は、さらに含窒素化合物を
含有してもよい。好適な含窒素化合物として、例えば第４級アンモニウム水酸化物、アル
カノールアミン化合物、アミノ酸誘導体などが挙げられる。
【００５０】
第４級アンモニウム水酸化物としては、テトラメチルアンモニウム水酸化物、テトラエチ
ルアンモニウム水酸化物、テトラプロピルアンモニウム水酸化物、テトラブチルアンモニ
ウム水酸化物、メチルトリプロピルアンモニウム水酸化物、メチルトリブチルアンモニウ
ム水酸化物等が挙げられる。
【００５１】
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　アルカノールアミン系化合物としては、例えば、モノエタノールアミン、ジエタノール
アミン、トリエタノールアミン、２－（２－アミノエトキシ）エタノール、Ｎ，Ｎ－ジメ
チルエタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチルエタノールアミン、Ｎ，Ｎ－ジブチルエタノー
ルアミン、Ｎ－メチルエタノールアミン、Ｎ－エチルエタノールアミン、Ｎ－ブチルエタ
ノールアミン、Ｎ－メチルジエタノールアミン、モノイソプロパノールアミン、ジイソプ
ロパノールアミン、トリイソプロパノールアミン等が挙げられる。
【００５２】
　アミノ酸誘導体としては、例えばグリシン、アラニン、バリン、ロイシン、イソロイシ
ン、プロリン、フェニルアラニン、トリプトファン、メチオニン、セリン、トレオニン、
システイン、チロシン、アスパラギン、グルタミン、アスパラギン酸、グルタミン酸、リ
シン、アルギニン、ヒスチジン、４－ヒドロキシプロリン、デスモシン、γ－アミノブチ
ル酸、β－シアノアラニンなどが挙げられる。
【００５３】
　含窒素化合物を添加することにより保護膜形成材料のｐＨを微調整することができ、ひ
いてはレジストパターンの形状改善の効果を得ることができる。
【００５４】
　また、本発明の液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料は、上述のように通常、
水溶液の形で使用されるが、イソプロピルアルコール等のアルコール系有機溶剤を含有さ
せると酸性化合物および酸発生剤の中から選ばれる少なくとも１種の溶解性が向上し、塗
膜の均一性が改善されるので、必要に応じアルコール系有機溶剤を添加してもよい。この
アルコール系有機溶剤の添加量は、塗布液全量に対し２０重量％までの範囲で選ぶのがよ
い。さらに本発明の上記液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料には、本発明の目
的が損われない範囲で、塗布膜特性を向上させるための各種添加剤を所望に応じ添加する
ことができる。
【００５５】
　本発明の液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料においては、上記成分の他に、
必要に応じて下記一般式（４）で表される陰イオン性界面活性剤の中から選ばれる少なく
とも１種を含有させてもよい。
【００５６】
【化１】

【００５７】
　一般式（４）中、Ｒ1、Ｒ2は少なくとも１つが炭素数５～１８のアルキル基またはアル
コキシ基で、残りが水素原子、炭素数５～１８のアルキル基またはアルコキシ基であり；
Ｒ3、Ｒ4およびＲ5は少なくとも１つがスルホン酸アンモニウム基またはスルホン酸置換
アンモニウム基で、残りが水素原子、スルホン酸アンモニウム基またはスルホン酸置換ア
ンモニウム基である。
【００５８】
　この一般式（４）におけるＲ3、Ｒ4およびＲ5は、その中の少なくとも１つがスルホン
酸アンモニウム基またはスルホン酸置換アンモニウム基であるが、該スルホン酸置換アン
モニウム基はモノ置換、ジ置換、トリ置換およびテトラ置換アンモニウム基のいずれであ
ってもよく、置換基としては、例えば－ＣＨ3 、－Ｃ2 Ｈ5 、－ＣＨ2 ＯＨ、－Ｃ2 Ｈ4 
ＯＨ等が挙げられる。また、多置換アンモニウム基の場合は、置換基は同じものでもよく
また異なるものであってもよい。
【００５９】



(11) JP 4265766 B2 2009.5.20

10

20

30

40

50

　ここで上記一般式（４）において、Ｒ1が炭素原子数５～１８のアルキル基またはアル
コキシ基であり；Ｒ2が水素原子または炭素原子数５～１８のアルキル基またはアルコキ
シ基であり；Ｒ3が一般式－ＳＯ3ＮＺ4（式中、Ｚはそれぞれ独立に、水素原子、炭素原
子数１～２のアルキル基または炭素原子数１～２のヒドロキシアルキル基である）で表さ
れるＮ－置換または非置換のスルホン酸アンモニウム基であり；Ｒ4およびＲ5がそれぞれ
水素原子または一般式－ＳＯ3ＮＺ4（ここで、Ｚは上記で定義したとおり）で表されるＮ
－置換または非置換のスルホン酸アンモニウム基である場合が好適である。
【００６０】
　上記一般式（４）で表される陰イオン界面活性剤の具体例としては、アルキルジフェニ
ルエーテルスルホン酸アンモニウム、アルキルジフェニルエーテルスルホン酸テトラメチ
ルアンモニウム、アルキルジフェニルエーテルスルホン酸トリメチルエタノールアンモニ
ウム、アルキルジフェニルエーテルスルホン酸トリエチルアンモニウム、アルキルジフェ
ニルエーテルジスルホン酸アンモニウム、アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸ジエ
タノールアンモニウム、アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸テトラメチルアンモニ
ウム等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。なお上記化合物におけるアル
キル基は炭素数が５～１８のものであり、また炭素数５～１８のアルコキシ基と置き換え
られてもよい。前記一般式（４）で表される陰イオン性界面活性剤の中でも、Ｒ1がＣ5～
Ｃ18のアルキル基であり、Ｒ2が水素原子であり、Ｒ3とＲ4がそれぞれ－ＳＯ3ＮＨ4であ
り、Ｒ5が水素原子であるアンモニウムアルキルジフェニルエーテルジスルフォネートが
好ましい。これら陰イオン界面活性剤は単独で用いてもよく、あるいは２種以上を組み合
わせて用いてもよい。
【００６１】
　このように上記水溶性膜形成成分と酸性化合物および酸発生剤の中から選ばれる少なく
とも１種を含み、ここにさらに上記一般式（４）で表される陰イオン界面活性剤を添加し
てレジスト用塗布液とすることにより、より効果的に干渉防止膜の塗膜均一性を図って塗
布むらをなくすことができ、マスクパターンどおりのレジストパターンを得ることができ
る。
【００６２】
　上記一般式（４）で表される陰イオン界面活性剤の添加量は、水溶性膜形成成分と酸性
化合物および酸発生剤の中から選ばれる少なくとも１種を溶解したレジスト用塗布液に対
して５００～１００００ｐｐｍ、好ましくは１０００～５０００ｐｐｍの範囲である。
【００６３】
　さらに、上記一般式（４）に表される化合物と下記一般式（５）で表されるＮ－アルキ
ル－２－ピロリドンを組み合わせて使用してもよい。これにより一段と塗布性に優れ、基
板端部まで均一な塗膜が少ない塗布量で得られるため好ましい。
【００６４】
【化２】

【００６５】
　一般式（５）中、Ｒは炭素数６～２０のアルキル基を表す。
【００６６】
　上記一般式（５）で表される化合物の具体例としては、Ｎ－ヘキシル－２－ピロリドン
、Ｎ－ヘプチル－２－ピロリドン、Ｎ－オクチル－２－ピロリドン、Ｎ－ノニル－２－ピ
ロリドン、Ｎ－デシル－２－ピロリドン、Ｎ－ウンデシル－２－ピロリドン、Ｎ－ドデシ
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ル－２－ピロリドン、Ｎ－トリデシル－２－ピロリドン、Ｎ－テトラデシル－２－ピロリ
ドン、Ｎ－ペンタデシル－２－ピロリドン、Ｎ－ヘキサデシル－２－ピロリドン、Ｎ－ヘ
プタデシル－２－ピロリドン、Ｎ－オクタデシル－２－ピロリドン等が挙げられる。これ
らの中でＮ－オクチル－２－ピロリドン、Ｎ－ドデシル－２－ピロリドンがそれぞれ「Ｓ
ＵＲＦＡＤＯＮＥ ＬＰ１００」、「ＳＵＲＦＡＤＯＮＥ ＬＰ３００」としてアイエスピ
ー・ジャパン（株）より市販されており、容易に入手することができ好ましい。
【００６７】
　これら化合物の添加量は、水溶性膜形成成分と酸性化合物および酸発生剤の中から選ば
れる少なくとも１種を溶解した塗布液に対して１００～１００００ｐｐｍ、好ましくは１
５０～５０００ｐｐｍの範囲である。
【００６８】
　また、本発明の液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料は、上述したように水溶
液の形で通常使用されるが、イソプロピルアルコール等のアルコール系有機溶剤を含有す
ると酸性化合物および酸発生剤の中から選ばれる少なくとも１種の溶解性が向上し、塗膜
の均一性が改善されるので、必要に応じアルコール系有機溶剤を添加してもよい。この場
合、アルコール系有機溶剤の添加量は塗布液全量に対し２０重量％までの範囲で選ぶのが
よい。さらに本発明のレジスト保護膜形成用材料には、膜特性を向上させるための各種添
加剤を、本発明の目的が損われない範囲で所望に応じ添加してもよい。
【００６９】
　（ＩＩ）非水性液体
　本発明にかかる非水性液体は、前述のように、液浸露光プロセスに用いる露光光に対し
て透明で、高屈折率のものが好ましい。中でも沸点が７０～２６０℃であるフッ素系液体
が好ましい。
【００７０】
　このような特性のフッ素系液体の液浸液は、（ｉ）沸点が７０℃以上であるので、室温
近辺で行う露光工程において、液の揮発による液浸液自身の成分比の変動や、液面レベル
の変動を防止することができ、安定した良好な露光光路を維持することを可能にし、（ｉ
ｉ）沸点が２６０℃以下であるので、液浸露光を終了した後のレジスト膜からの液浸液の
除去を簡便な方法、例えば、室温乾燥、スピンドライ、加熱乾燥、窒素ブロー等の手段に
より容易かつ十分に行うことができる、という優れた効果を提供できる。また、上記非水
性液体は、酸素、窒素等の気体に対する溶解性が高いことから、リソグラフィーに悪影響
を及ぼすマイクロバブル、あるいはナノバブルなどの発生を、効果的に抑制し得る。
【００７１】
　本発明にかかる非水性液体に好適なフッ素系液体は、前述のように、沸点が７０～２６
０℃であり、より好ましくは、沸点が８０～１６０℃である。このようなフッ素系液体と
しては、具体的には、パーフロオロアルキル化合物を挙げることができ、このパーフロオ
ロアルキル化合物としては、パーフルオロアルキルエーテル化合物やパーフルオロアルキ
ルアミン化合物を挙げることができる。
【００７２】
　さらに、具体的には、前記パーフルオロアルキルエーテル化合物としては、パーフルオ
ロ（２－ブチル－テトラヒドロフラン）（沸点１０２℃）を挙げることができ、前記パー
フルオロアルキルアミン化合物としては、パーフルオロトリヘキシルアミン（沸点２５５
℃）、パーフルオロペンチルアミン（沸点２１５℃）、パーフルオロトリブチルアミン（
沸点１７４℃）、パーフルオロトリプロピルアミン（沸点１３０℃）を挙げることができ
る。
【００７３】
　なお、前述のように、液浸露光に関する先行技術文献である非特許文献において、液浸
液としてパーフルオロポリエーテルが提案されているが、本発明者等は、本発明をなすに
当たって、前述の開発上の観点から、このパーフルオロポリエーテルの各種市販品につい
て、液浸液としての実用性を検討した。その結果、本発明者等が、液浸液の特性として必
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須と判断した因子の一つである沸点が１８０℃以下であるものがなく、そのために、露光
終了後に行う液浸液の除去が少なくとも前記した簡便な方法では、十分に行うことができ
ず、その液浸液の残留物のためにレジストパターンの形成が不可能になることを確認した
。
【００７４】
　また、これらのパーフルオロアルキルポリエーテルは、その分子量の分散度が大きく、
このような特性は露光光の屈折率の安定化を阻害する要因となり、ひいては、露光条件の
光学的安定性を阻害する原因となり得る。本発明にかかる液浸液は、分子量の分散度は比
較的小さいものと考えられ、かかる光学的安定性をも阻害しない点から好適な液体である
と推測される。
【００７５】
　本発明において露光に用いる波長は、特に限定されず、ＡｒＦエキシマレーザー、Ｋｒ
Ｆエキシマレーザー、Ｆ2エキシマレーザー、ＥＵＶ（極紫外線）、ＶＵＶ（真空紫外線
）、電子線、Ｘ線、軟Ｘ線などの放射線を用いて行うことができる。選択波長は、主に、
レジスト膜の特性によって決定されるが、フッ素系液体に代表される非水性液体は、高透
明性を有しており、Ｆ2エキシマレーザー光のような短波長において本発明は最も効果を
発揮する。
【００７６】
　（ＩＩＩ）レジスト膜
　前述のように、本発明の液浸露光プロセスに用いられるレジスト膜を形成する樹脂成分
としては、（Ａ）(i)フッ素原子またはフッ素化アルキル基および(ii)アルコール性水酸
基を共に有する脂肪族環式基を含むアルカリ可溶性の構成単位（ａ０－１）有し、酸の作
用によりアルカリ可溶性が変化する重合体が好ましい。
【００７７】
　前述の「酸の作用によりアルカリ可溶性が変化する」とは、露光部における該重合体の
変化であり、露光部にてアルカリ可溶性が増大すれば、露光部はアルカリ可溶性となるた
め、ポジ型レジストとして用いられ、他方、露光部にてアルカリ可溶性が減少すれば、露
光部はアルカリ不溶性となるため、ネガ型レジストとして用いることができる。
【００７８】
　前記(i)フッ素原子またはフッ素化アルキル基および(ii)アルコール性水酸基を共に有
する脂肪族環式基を含むアルカリ可溶性の構成単位（ａ０－１）とは、前記(i)と(ii)を
ともに有する有機基が脂肪族環式基に結合しており、該環式基を構成単位中に有するもの
であればよい。
【００７９】
　該脂肪族環式基とは、シクロペンタン、シクロヘキサン、ビシクロアルカン、トリシク
ロアルカン、テロラシクロアルカンなどの単環または多環式炭化水素から１個または複数
個の水素原子を除いた基などを例示できる。多環式炭化水素は、より具体的には、アダマ
ンタン、ノルボルナン、イソボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカンなどの
ポリシクロアルカンから１個または複数個の水素原子を除いた基などが挙げられる。これ
らの中でもシクロペンタン、シクロヘキサン、ノルボルナンから水素原子を除き誘導され
る基が工業上好ましい。
【００８０】
　前記(i)フッ素原子またはフッ素化アルキル基としては、フッ素原子または低級アルキ
ル基の水素原子の一部または全部がフッ素原子で置換されたものが挙げられる。具体的に
は、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、ヘプタフルオロプロピル基、ノナ
フルオロブチル基などが挙げられるが、工業的には、フッ素原子やトリフルオロメチル基
が好ましい。
【００８１】
　前記(ii)アルコール性水酸基とは、単にヒドロキシル基であってもよいし、ヒドロキシ
基を有するアルキルオキシ基、アルキルオキシアルキル基またはアルキル基のようなアル



(14) JP 4265766 B2 2009.5.20

10

20

30

コール性水酸基含有アルキルオキシ基、アルコール性水酸基含有アルキルオキシアルキル
基またはアルコール性水酸基含有アルキル基等が挙げられる。該アルキルオキシ基、該ア
ルキルオキシアルキル基または該アルキル基としては、低級アルキルオキシ基、低級アル
キルオキシ低級アルキル基、低級アルキル基が挙げられる。
【００８２】
　前記低級アルキルオキシ基としては、具体的には、メチルオキシ基、エチルオキシ基、
プロピルオキシ基、ブチルオキシ基等が挙げられ、低級アルキルオキシ低級アルキル基と
しては、具体的には、メチルオキシメチル基、エチルオキシメチル基、プロピルオキシメ
チル基、ブチルオキシメチル基等が挙げられ、低級アルキル基としては、具体的には、メ
チル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等が挙げられる。
【００８３】
　また、前記(ii)のアルコール性水酸基含有アルキルオキシ基、アルコール性水酸基含有
アルキルオキシアルキル基またはアルコール性水酸基含有アルキル基における該アルキル
オキシ基、該アルキルオキシアルキル基または該アルキル基の水素原子の一部または全部
がフッ素原子で置換されたものでもよい。好ましくは、前記アルコール性水酸基含有アル
キルオキシ基又はアルコール性水酸基含有アルキルオキシアルキル基におけるそれらのア
ルキルオキシ部の水素原子の一部がフッ素原子で置換されたもの、前記アルコール性水酸
基含有アルキル基では、そのアルキル基の水素原子の一部がフッ素原子で置換されたもの
、すなわち、アルコール性水酸基含有フルオロアルキルオキシ基、アルコール性水酸基含
有フルオロアルキルオキシアルキル基又はアルコール性水酸基含有フルオロアルキル基が
挙げられる。
【００８４】
　前記アルコール性水酸基含有フルオロアルキルオキシ基としては、（ＨＯ）Ｃ（ＣＦ3

）2ＣＨ2Ｏ－基（２－ビス（ヘキサフルオロメチル）－２－ヒドロキシ－エチルオキシ基
、（ＨＯ）Ｃ（ＣＦ3）2ＣＨ2ＣＨ2Ｏ－基（３－ビス（ヘキサフルオロメチル）－３－ヒ
ドロキシ－プロピルオキシ基等が挙げられ、アルコール性水酸基含有フルオロアルキルオ
キシアルキル基としては、（ＨＯ）Ｃ（ＣＦ3）2ＣＨ2Ｏ－ＣＨ2－基、（ＨＯ）Ｃ（ＣＦ

3）2ＣＨ2ＣＨ2Ｏ－ＣＨ2－基等が挙げられ、アルコール性水酸基含有フルオロアルキル
基としては、（ＨＯ）Ｃ（ＣＦ3）2ＣＨ2－基（２－ビス（ヘキサフルオロメチル）－２
－ヒドロキシ－エチル基、（ＨＯ）Ｃ（ＣＦ3）2ＣＨ2ＣＨ2－基（３－ビス（ヘキサフル
オロメチル）－３－ヒドロキシ－プロピル基、等が挙げられる。
【００８５】
　これらの(i)や(ii)の基は、前記脂肪族環式基に直接結合していればよい。特には、（
ａ０－１）構成単位がアルコール性水酸基含有フルオロアルキルオキシ基、アルコール性
水酸基含有フルオロアルキルオキシアルキル基またはアルコール性水酸基含有フルオロア
ルキル基がノルボルネン環に結合し、該ノルボルネン環の２重結合が開裂して形成される
下記一般式（６）で表される単位が、透明性とアルカリ可溶性および耐ドライエッチング
性に優れ、また工業的に入手しやすいので、好ましい。
【００８６】
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【００８７】
　一般式（６）中、Ｚは、酸素原子、オキシメチレン基（－Ｏ（ＣＨ2）－）、または単
結合であり、ｎ’とｍ’はそれぞれ独立して１～５の整数である。
【００８８】
　そして、そのような（ａ０－１）単位と組み合わせて用いられる重合体単位は、これま
で公知のものであれば、限定されない。ポジ型の酸の作用によりアルカリ可溶性が増大す
る重合体（Ａ－１）として用いる場合、公知の酸解離性溶解抑制基を有する（メタ）アク
リルエステルから誘導される構成単位（ａ０－２）が解像性に優れるので好ましい。
【００８９】
　このような構成単位（ａ０－２）としては、ｔｅｒｔ－ブチル（メタ）アクリレート、
ｔｅｒｔ－アミル（メタ）アクリレートなどの（メタ）アクリル酸の第３級アルキルエス
テルから誘導される構成単位が挙げられる。
【００９０】
　そして、重合体（Ａ）は、さらに重合体の透明性を向上させるフッ素化アルキレン構成
単位（ａ０－３）を含んでなる、酸の作用によりアルカリ可溶性が増大する重合体（Ａ－
２）であってもよい。このような構成単位（ａ０－３）を含むことにより、透明性がさら
に向上する。該構成単位（ａ０－３）としては、テトラフルオロエチレンから誘導される
単位が好ましい。
【００９１】
　以下に、重合体（Ａ－１）と重合体（Ａ－２）を表す一般式（７）（８）を示す。
【００９２】
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【化４】

【００９３】
　一般式（７）中、Ｚ，ｎ’，ｍ’は前記一般式（６）の場合と同じであり、Ｒ3は水素
原子またはメチル基であり、Ｒ4は酸解離性溶解抑制基である。
【００９４】
【化５】

【００９５】
　一般式（８）中、Ｚ，ｎ’，ｍ’，Ｒ3およびＲ4は前記一般式（７）の場合と同じであ
る。
【００９６】
　また、前記した一般式(６)を含む重合体（Ａ－１）と重合体（Ａ－２）とは、異なる構
造式であるが、(i)フッ素原子またはフッ素化アルキル基および(ii)アルコール性水酸基
を共に有する脂肪族環式基を含むアルカリ可溶性の構成単位（ａ０－１）を含んでなる、
酸の作用によりアルカリ可溶性が変化する重合体の概念の中に含まれる以下のような構成
単位を有するものでもよい。
【００９７】
　すなわち、構成単位（ａ０－１）において、(i)フッ素原子またはフッ素化アルキル基
および(ii)アルコール性水酸基は脂肪族環式上にそれぞれ結合し、該環式基が主鎖を構成
しているものである。該、(i)フッ素原子またはフッ素化アルキル基としては、前記した
ものと同様なものが挙げられる。また、(ii)アルコール性水酸基とは、単にヒドロキシル
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基である。
【００９８】
　このような単位を有する重合体（Ａ）は、水酸基とフッ素原子を有するジエン化合物の
環化重合により形成される。該ジエン化合物としては、透明性、耐ドライエッチング性に
優れる５員環や６員環を有する重合体を形成しやすいヘプタジエンが好ましく、さらには
、１，１，２，３，３－ペンタフルオロ－４－トリフルオロメチル－４－ヒドロキシ－１
，６－ヘプタジエン（ＣＦ2＝ＣＦＣＦ2Ｃ（ＣＦ3）（ＯＨ）ＣＨ2ＣＨ=ＣＨ2）の環化重
合により形成される重合体が工業上最も好ましい。
【００９９】
　ポジ型の酸の作用によりアルカリ可溶性が増大する重合体（Ａ－３）として用いる場合
、そのアルコール性水酸基の水素原子が酸解離性溶解抑制基で置換された構成単位（ａ０
－４）を含んでなる重合体が好ましい。その酸解離性溶解抑制基としては、鎖状、分岐状
または環状の炭素数１～１５のアルキルオキシメチル基が、酸の解離性から好ましく、特
にはメトキシメチル基のような低級アルコキシメチル基が解像性とパターン形状に優れ好
ましい。なお、該酸解離性溶解抑制基は全体の水酸基に対して、１０～４０％、好ましく
は１５～３０％の範囲であると、パターン形成能に優れ好ましい。
【０１００】
　以下に、重合体（Ａ－３）を表す一般式（９）を示す。
【化６】

【０１０１】
　一般式（９）中、Ｒ5は水素原子またはＣ１～Ｃ１５のアルキルオキシメチル基であり
、ｘ、ｙはそれぞれ１０～５０モル％である。
【０１０２】
　このような重合体（Ａ）は、公知の方法によって、合成できる。また、該（Ａ）成分の
樹脂のＧＰＣによるポリスチレン換算質量平均分子量は、特に限定するものではないが５
０００～８００００、さらに好ましくは８０００～５００００とされる。
【０１０３】
　また、重合体（Ａ）は、１種または２種以上の樹脂から構成することができ、例えば、
上述の（Ａ－１）、（Ａ－２）、および（Ａ－３）から選ばれる幾つかを２種以上混合し
て用いてもよいし、さらに、他に従来公知のホトレジスト組成物用樹脂を混合して用いる
こともできる。
【０１０４】
　また、本発明液浸露光プロセスには、上記樹脂成分を用いたレジスト組成物以外にも慣
用のポジ型レジスト、ネガ型ホトレジストを使用することができる。これらの具体例を以
下に例示する。
【０１０５】
　まず、ポジ型ホトレジストに用いられる樹脂成分としては、アクリル系樹脂、シクロオ
レフィン系樹脂、シルセスキオキサン系樹脂等が用いられる。
【０１０６】
　前記アクリル系樹脂としては、例えば、酸解離性溶解抑制基を有する（メタ）アクリル
酸エステルから誘導される構成単位（ａ１）を有し、この構成単位（ａ１）以外の他の（
メタ）アクリル酸エステルから誘導される構成単位をも含めて、（メタ）アクリル酸エス
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テルから誘導される構成単位８０モル％以上、好ましくは９０モル％（１００モル％が最
も好ましい）含む樹脂が好ましい。
【０１０７】
　また、前記樹脂成分は、解像性、耐ドライエッチング性、そして、微細なパターンの形
状を満足するために、前記（ａ１）単位以外の複数の異なる機能を有するモノマー単位、
例えば、以下の構成単位の組み合わせにより構成される。
【０１０８】
　すなわち、ラクトン単位を有する（メタ）アクリル酸エステルから誘導される構成単位
（以下、（ａ２）または（ａ２）単位という。）、アルコール性水酸基含有多環式基を有
する（メタ）アクリル酸エステルから誘導される構成単位（以下、（ａ３）または（ａ３
）単位という。）、前記（ａ１）単位の酸解離性溶解抑制基、前記（ａ２）単位のラクト
ン単位、および前記（ａ３）単位のアルコール性水酸基含有多環式基のいずれとも異なる
多環式基を含む構成単位（以下、（ａ４）または（ａ４）単位という）などである。
【０１０９】
　これら（ａ２）、（ａ３）および／または（ａ４）は、要求される特性等によって適宜
組み合わせ可能である。好ましくは、（ａ１）と（ａ２）、（ａ３）および（ａ４）から
選択される少なくとも一つの単位を含有していることにより、解像性およびレジストパタ
ーン形状が良好となる。なお、（ａ１）～（ａ４）単位の内、それぞれについて、異なる
単位を複数種併用してもよい。
【０１１０】
　そして、メタアクリル酸エステルから誘導される構成単位とアクリル酸エステルから誘
導される構成単位は、メタアクリル酸エステルから誘導される構成単位とアクリル酸エス
テルから誘導される構成単位のモル数の合計に対して、メタアクリル酸エステルから誘導
される構成単位を１０～８５モル％、好ましくは２０～８０モル％、アクリル酸エステル
から誘導される構成単位を１５～９０モル％、好ましくは２０～８０モル％となるように
用いると好ましい。
【０１１１】
　ついで、上記（ａ１）～（ａ４）単位について詳細に説明する。
　（ａ１）単位は、酸解離性溶解抑制基を有する（メタ）アクリル酸エステルから誘導さ
れる構成単位である。この（ａ１）における酸解離性溶解抑制基は、露光前は樹脂成分全
体をアルカリ不溶とするアルカリ溶解抑制性を有するとともに、露光後は発生した酸の作
用により解離し、この樹脂成分全体をアルカリ可溶性へ変化させるものであれば特に限定
せずに用いることができる。一般的には、（メタ）アクリル酸のカルボキシル基と、環状
または鎖状の第３級アルキルエステルを形成する基、第３級アルコキシカルボニル基、ま
たは鎖状アルコキシアルキル基などが広く知られている。
【０１１２】
　前記（ａ１）における酸解離性溶解抑制基として、例えば、脂肪族多環式基を含有する
酸解離性溶解抑制基を好適に用いることができる。前記多環式基としては、フッ素原子ま
たはフッ素化アルキル基で置換されていてもよいし、されていなくてもよいビシクロアル
カン、トリシクロアルカン、テトラシクロアルカンなどから1個の水素原子を除いた基な
どを例示できる。具体的には、アダマンタン、ノルボルナン、イソボルナン、トリシクロ
デカン、テトラシクロドデカンなどのポリシクロアルカンから1個の水素原子を除いた基
などが挙げられる。この様な多環式基は、ＡｒＦレジストにおいて、多数提案されている
ものの中から適宜選択して用いることができる。これらの中でもアダマンチル基、ノルボ
ルニル基、テトラシクロドデカニル基が工業上好ましい。
【０１１３】
　前記（ａ１）として好適なモノマー単位を下記一般式（１０）～（１６）に示す。なお
、これら一般式（１０）～（１６）において、Ｒは水素原子またはメチル基、Ｒ1は低級
アルキル基、Ｒ2およびＲ3はそれぞれ独立して低級アルキル基、Ｒ4は第３級アルキル基
、Ｒ5はメチル基、Ｒ6は低級アルキル基である。）上記Ｒ1～Ｒ3およびＲ6はそれぞれ、
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ロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、ペンチ
ル基、イソペンチル基、ネオペンチル基などが挙げられる。工業的にはメチル基またはエ
チル基が好ましい。また、Ｒ4は、ｔｅｒｔ－ブチル基やｔｅｒｔ－アミル基のような第
３級アルキル基であり、ｔｅｒｔ－ブチル基である場合が工業的に好ましい。
【０１１４】
【化７】

【０１１５】
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【０１１６】
　（ａ１）単位として、上記に挙げた中でも、特に、一般式（１０）、（１１）、（１２
）で表される構成単位は、透明性が高く高解像性で対ドライエッチング性に優れるパター
ンが形成できるため、より好ましい。
【０１１７】
　前記（ａ２）単位は、ラクトン単位を有するので、現像液との親水性を高めるために有
効である。このような（ａ２）単位は、ラクトン単位を有し、樹脂成分の他の構成単位と
共重合可能なものであればよい。例えば、単環式のラクトン単位としては、γ-ブチロラ
クトンから水素原子１つを除いた基などが挙げられる。また、多環式のラクトン単位とし
ては、ラクトン含有ポリシクロアルカンから水素原子を１つを除いた基などが挙げられる
。
【０１１８】
　前記（ａ２）として好適なモノマー単位を下記一般式（１７）～（１９）に示す。これ
ら一般式において、Ｒは水素原子またはメチル基である。
【０１１９】
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【化９】

【０１２０】
　前記一般式（１９）に示したようなα炭素にエステル結合を有する（メタ）アクリル酸
のγ-ブチロラクトンエステル、そして、一般式（１７）や（１８）のようなノルボルナ
ンラクトンエステルが、特に工業上入手しやすく好ましい。
【０１２１】
　前記（ａ３）単位は、アルコール性水酸基含有多環式基を有する（メタ）アクリル酸エ
ステルから誘導される構成単位である。前記アルコール性水酸基含有多環式基における水
酸基は極性基であるため、これを用いることにより樹脂成分全体の現像液との親水性が高
まり、露光部におけるアルカリ溶解性が向上する。従って、樹脂成分が（ａ３）を有する
と、解像性が向上するため好ましい。そして、（ａ３）における多環式基としては、前記
（ａ１）の説明において例示したものと同様の脂肪族多環式基から適宜選択して用いるこ
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とができる。
【０１２２】
　前記（ａ３）におけるアルコール性水酸基含有多環式基は特に限定されないが、例えば
、水酸基含有アダマンチル基などが好ましく用いられる。さらに、この水酸基含有アダマ
ンチル基が、下記一般式（２０）で表されるものであると、耐ドライエッチング性を上昇
させ、パターン断面形状の垂直性を高める効果を有するため、好ましい。なお、一般式中
、ｌは１～３の整数である。
【０１２３】
【化１０】

【０１２４】
　前記（ａ３）単位は、上記したようなアルコール性水酸基含有多環式基を有し、かつ樹
脂成分の他の構成単位と共重合可能なものであればよい。具体的には、下記一般式（２１
）で表される構成単位が好ましい。なお、一般式（２１）中、Ｒは水素原子またはメチル
基である。
【０１２５】

【化１１】

【０１２６】
　前記（ａ４）単位において、「前記酸解離性溶解抑制基、前記ラクトン単位、および前
記アルコール性水酸基含有多環式基のいずれとも異なる」多環式基とは、樹脂成分におい
て、（ａ４）単位の多環式基が、（ａ１）単位の酸解離性溶解抑制基、（ａ２）単位のラ
クトン単位、および（ａ３）単位のアルコール性水酸基含有多環式基のいずれとも重複し
ない多環式基、という意味であり、（ａ４）が、樹脂成分を構成している（ａ１）単位の
酸解離性溶解抑制基、（ａ２）単位のラクトン単位、および（ａ３）単位のアルコール性
水酸基含有多環式基をいずれも保持していないことを意味している。
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【０１２７】
　前記（ａ４）単位における多環式基は、ひとつの樹脂成分において、前記（ａ１）～（
ａ３）単位として用いられた構成単位と重複しないように選択されていればよく、特に限
定されるものではない。例えば、（ａ４）単位における多環式基として、前記（ａ１）単
位として例示したものと同様の脂肪族多環式基を用いることができ、ＡｒＦポジレジスト
材料として従来から知られている多数のものが使用可能である。特にトリシクロデカニル
基、アダマンチル基、テトラシクロドデカニル基から選ばれる少なくとも１種以上である
と、工業上入手し易いなどの点で好ましい。（ａ４）単位としては、上記のような多環式
基を有し、かつ樹脂成分の他の構成単位と共重合可能なものであればよい。
【０１２８】
　前記（ａ４）の好ましい例を下記一般式（２２）～（２４）に示す。これらの一般式中
、Ｒは水素原子またはメチル基である。
【０１２９】
【化１２】

【０１３０】
　上記アクリル系樹脂成分の組成は、該樹脂成分を構成する構成単位の合計に対して、（
ａ１）単位が２０～６０モル％、好ましくは３０～５０モル％であると、解像性に優れ、
好ましい。また、樹脂成分を構成する構成単位の合計に対して、（ａ２）単位が２０～６
０モル％、好ましくは３０～５０モル％であると、解像度に優れ、好ましい。また、（ａ
３）単位を用いる場合、樹脂成分を構成する構成単位の合計に対して、５～５０モル％、
好ましくは１０～４０モル％であると、レジストパターン形状に優れ、好ましい。（ａ４
）単位を用いる場合、樹脂成分を構成する構成単位の合計に対して、１～３０モル％、好
ましくは５～２０モル％であると、孤立パターンからセミデンスパターンの解像性に優れ
、好ましい。
【０１３１】
　（ａ１）単位と（ａ２）、（ａ３）および（ａ４）単位から選ばれる少なくとも一つの
単位は、目的に応じ適宜組み合わせることができるが、（ａ１）単位と（ａ２）および（
ａ３）単位の３元ポリマーがレジストパターン形状、露光余裕度、耐熱性、解像性に優れ
、好ましい。その際の各構成単位（ａ１）～（ａ３）のそれぞれの含有量としては、（ａ
１）が２０～６０モル％、（ａ２）が２０～６０モル％、および（ａ３）が５～５０モル
％が好ましい。
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　また、樹脂成分樹脂の質量平均分子量（ポリスチレン換算、以下同様）は特に限定する
ものではないが５０００～３００００、さらに好ましくは８０００～２００００とされる
。この範囲よりも大きいとレジスト溶剤への溶解性が悪くなり、小さいと耐ドライエッチ
ング性やレジストパターン断面形状が悪くなるおそれがある。
【０１３３】
　また、前記シクロオレフィン系樹脂としては、下記一般式（２５）に示す構成単位（ａ
５）と、必要に応じて前記（ａ１）から得られる構成単位を共重合させた樹脂が好ましい
。
【０１３４】
【化１３】

【０１３５】
　一般式（２５）中、Ｒ8は前記（ａ１）単位において酸解離性溶解抑制基として例示し
た置換基であり、ｍは０～３の整数である。なお、前記（ａ５）単位においてｍが０の場
合は、（ａ１）単位を有する共重合体として用いることが好ましい。
【０１３６】
　さらに、前記シルセスキオキサン系樹脂としては、下記一般式（２６）で表される構成
単位（ａ６）、および下記一般式（２７）で表される構成単位（ａ７）を有するものが挙
げられる。
【０１３７】
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【化１４】

【０１３８】
　一般式（２６）中、Ｒ9は脂肪族の単環または多環式基を含有する炭化水素基からなる
酸解離性溶解抑制基であり、Ｒ10は直鎖状、分岐状または環状の飽和脂肪族炭化水素基で
あり、Ｘは少なくとも1つの水素原子がフッ素原子で置換された炭素原子数１～８のアル
キル基であり、ｍは１～３の整数である。
【０１３９】

【化１５】

【０１４０】
　一般式（２７）中、Ｒ11は水素原子もしくは直鎖状、分岐状または環状のアルキル基で
あり、Ｒ12は直鎖状、分岐状または環状の飽和脂肪族炭化水素基であり、Ｘは少なくとも
１つの水素原子がフッ素原子で置換された炭素原子数１～８のアルキル基である。
【０１４１】
　上記（ａ６）および（ａ７）において、Ｒ9の酸解離性溶解抑制基は、露光前のシルセ
スキオキサン樹脂全体をアルカリ不溶とするアルカリ溶解抑制性を有すると同時に、露光
後に酸発生剤から発生した酸の作用により解離し、このシルセスキオキサン樹脂全体をア
ルカリ可溶性へ変化させる基である。
【０１４２】
　このようなものとして、例えば、下記一般式（２８）～（３２）のような、嵩高い、脂
肪族の単環または多環式基を含有する炭化水素基からなる酸解離性溶解抑制基が挙げられ
る。このような酸解離性溶解抑制基を用いることにより、解離後の溶解抑制基がガス化し
にくく、脱ガス現象が防止される。
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【０１４３】
【化１６】

【０１４４】
　一般式（２６）中、Ｒ9の炭素数は、解離したときにガス化しにくいと同時に適度なレ
ジスト溶媒への溶解性や現像液への溶解性から好ましくは７～１５、より好ましくは９～
１３である。
【０１４５】
　前記酸解離性溶解抑制基としては、脂肪族の単環または多環式基を含有する炭化水素基
からなる酸解離性溶解抑制基であるかぎり、使用する光源に応じて、例えばＡｒＦエキシ
マレーザーのレジスト組成物用の樹脂において、多数提案されているものの中から適宜選
択して用いることができる。一般的には、（メタ）アクリル酸のカルボキシル基と環状の
第３級アルキルエステルを形成するものが広く知られている。
【０１４６】
　特に、脂肪族多環式基を含有する酸解離性溶解抑制基であることが好ましい。脂肪族多
環式基としては、ＡｒＦレジストにおいて、多数提案されているものの中から適宜選択し
て用いることができる。例えば、脂肪族多環式基としては、ビシクロアルカン、トリシク
ロアルカン、テロラシクロアルカン等から１個の水素原子を除いた基を挙げることができ
、より具体的には、アダマンタン、ノルボルナン、イソボルナン、トリシクロデカン、テ
トラシクロドデカンなどのポリシクロアルカンから１個の水素原子を除いた基などが挙げ
られる。
【０１４７】
　上記一般式の中でも一般式（３０）で表される２－メチル－２－アダマンチル基、およ
び/または一般式（３１）で表される２－エチル－２－アダマンチル基を有するシルセス
キオキサン樹脂は、脱ガスが生じにくく、さらに、解像性や耐熱性等のレジスト特性に優
れているので好ましい。
【０１４８】
　また、前記Ｒ10およびＲ12における炭素数は、レジスト溶媒に対する溶解性と分子サイ
ズの制御の点から好ましくは１～２０、より好ましくは５～１２である。特に、環状の飽
和脂肪族炭化水素基は、得られるシルセスキオキサン樹脂の高エネルギー光に対する透明
性が高いこと、ガラス転移点（Ｔｇ）が高くなり、ＰＥＢ（露光後加熱）時の酸発生剤か
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らの酸の発生をコントロールしやすくなること等の利点を有するので好ましい。
【０１４９】
　前記環状の飽和脂肪族炭化水素基としては、単環式基であっても、多環式基であっても
よい。多環式基としては、ビシクロアルカン、トリシクロアルカン、テトラシクロアルカ
ン等から２個の水素原子を除いた基を挙げることができ、より具体的には、アダマンタン
、ノルボルナン、イソボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカンなどのポリシ
クロアルカンから２個の水素原子を除いた基などが挙げられる。
【０１５０】
　これらＲ10およびＲ12として、より具体的には、下記一般式（３３）～（３８）で表さ
れる脂環式化合物あるいはそれらの誘導体から水素原子を２つ除いた基を挙げることがで
きる。
【０１５１】
【化１７】

【０１５２】
　前記誘導体とは、前記化学式（３３）～（３８）の脂環式化合物において、少なくとも
１つの水素原子が、メチル基、エチル基等の低級アルキル基、酸素原子、フッ素、塩素、
臭素等のハロゲン原子等の基で置換されたものを意味する。中でも化学式（３３）～（３
８）なる群から選択される脂環式化合物から水素原子を２つ除いた基が、透明性が高く、
また工業的に入手しやすい点で好ましい。
【０１５３】
　さらに、前記Ｒ11は、レジスト溶媒への溶解性から、好ましくは１～１０、より好まし
くは１～４の低級アルキル基である。このアルキル基としては、より具体的には、メチル
基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ｎ－ブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔｅｒ
ｔ－ブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、２－エチルヘキシル基、ｎ－オク
チル基等を例示することができる。
【０１５４】
　Ｒ11は、前記候補からシルセスキオキサン樹脂の所望のアルカリ溶解性に応じて適宜選
択される。Ｒ11が水素原子の場合に最もアルカリ溶解性が高くなる。アルカリ溶解性が高
くなると、高感度化できるという利点がある。
【０１５５】
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　一方、前記アルキル基の炭素数が大きくなるほど、また、嵩高くなるほど、シルセスキ
オキサン樹脂のアルカリ溶解性が低くなる。アルカリ溶解性が低くなると、アルカリ現像
液に対する耐性が向上するので、該シルセスキオキサン樹脂を用いてレジストパターンを
形成する際の露光マージンが良くなり、露光に伴う寸法変動が小さくなる。また、現像む
らがなくなるので、形成されるレジストパターンのエッジ部分のラフネスも改善される。
【０１５６】
　前記一般式（２６）、（２７）中のＸについては、特に直鎖状のアルキル基が好ましい
。アルキル基の炭素数は、シルセスキオキサン樹脂のガラス転移（Ｔｇ）点やレジスト溶
媒への溶解性から、１～８、好ましくは１～４の低級アルキル基である。また、フッ素原
子で置換されている水素原子の数が多いほど、２００ｎｍ以下の高エネルギー光や電子線
に対する透明性が向上するので好ましく、最も好ましくは、全ての水素原子がフッ素原子
で置換されたパーフルオロアルキル基である。各Ｘは、それぞれ同一であっても異なって
いても良い。なお、一般式（２６）中のｍは、酸解離性溶解抑制基を解離しやすくすると
いう理由で、１～３の整数であり、好ましくは１である。
【０１５７】
　シルセスキオキサン系樹脂として、より具体的には、下記一般式（３９）、（４０）で
表されるものが挙げられる。
【０１５８】
【化１８】

【０１５９】
　一般式（３９）、（４０）中、Ｒ5，Ｒ10，Ｒ12，およびｎは前出と同様である。
【０１６０】
　シルセスキオキサン樹脂を構成する全構成単位中、（ａ６）および（ａ７）で表される
構成単位の割合は、３０～１００モル％、好ましくは７０～１００％、より好ましくは１
００モル％である。
【０１６１】
　また、（ａ６）および（ａ７）で表される構成単位の合計に対し、（ａ６）で表される
構成単位の割合は、好ましくは５～７０モル％、より好ましくは１０～４０モル％である
。（ａ７）で表される構成単位の割合は、好ましくは３０～９５モル％、より好ましくは
６０～９０モル％である。
【０１６２】
　（ａ６）で表される構成単位の割合を上記範囲内とすることにより、酸解離性溶解抑制
基の割合が自ずと決まり、シルセスキオキサン樹脂の露光前後のアルカリ溶解性の変化が
、ポジ型レジスト組成物のベース樹脂として好適なものとなる。
【０１６３】
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　シルセスキオキサン系樹脂は、本発明の効果を損なわない範囲で、（ａ６）および（ａ
７）で表される構成単位以外の構成単位を有していても良い。例えばＡｒＦエキシマレー
ザーのレジスト組成物用のシルセスキオキサン樹脂において用いられているもの、例えば
、下記一般式（４１）で表される、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等のアル
キル基（Ｒ’）を有するアルキルシルセスキオキサン単位等を例示することができる。
【０１６４】
【化１９】

【０１６５】
　シルセスキオキサン系樹脂の質量平均分子量（Ｍｗ）（ゲルパーミエーションクロマト
グラフィーによるポリスチレン換算）は、特に限定するものではないが、好ましくは２０
００～１５０００、さらに好ましくは３０００～８０００とされる。この範囲よりも大き
いとレジスト溶剤への溶解性が悪くなり、小さいとレジストパターン断面形状が悪くなる
おそれがある。
【０１６６】
　また、質量平均分子量（Ｍｗ）／数平均分子量（Ｍｎ）、すなわちポリマー分散度は、
特に限定するものではないが、好ましくは１．０～６．０、さらに好ましくは１．５～２
．５である。この範囲よりも大きいと解像度、パターン形状が劣化するおそれがある。
【０１６７】
　また、シルセスキオキサン系樹脂は、（ａ６）および（ａ７）で表される構成単位によ
って構成されるシルセスキオキサンを基本骨格に有するポリマーであるので、２００ｎｍ
以下の高エネルギー光や電子線に対する透明性が高い。そのため、シルセスキオキサン樹
脂を含むポジ型レジスト組成物は、例えば、ＡｒＦエキシマレーザーより短波長の光源を
用いたリソグラフィーにおいて有用であり、特に、単層プロセスでも、線幅１５０ｎｍ以
下、さらには１２０ｎｍ以下といった微細なレジストパターンを形成することができる。
また、２層レジスト積層体の上層と用いることで、１２０ｎｍ以下、さらには１００ｎｍ
以下の微細なレジストパターンを形成するプロセスにも有用である。
【０１６８】
　さらに、前記ネガ型レジスト組成物に用いられる樹脂成分としては、慣用されるもので
あれば限定されないが、具体的には以下のようなものが好ましい。
【０１６９】
　このような樹脂成分としては、酸によりアルカリ不溶性となる樹脂成分であって、分子
内に、たがいに反応してエステルを形成しうる２種の官能基を有し、これがレジスト材料
に同時添加する酸発生剤より発生した酸の作用により、脱水してエステルを形成すること
によりアルカリ不溶性となる樹脂（ａ８）が、好ましく用いられる。ここでいう、たがい
に反応してエステルを形成しうる２種の官能基とは、例えば、カルボン酸エステルを形成
するための、水酸基とカルボキシル基またはカルボン酸エステルのようなものを意味する
。換言すれば、エステルを形成するための２種の官能基である。このような樹脂としては
、例えば、樹脂主骨格の側鎖に、ヒドロキシアルキル基と、カルボキシル基およびカルボ
ン酸エステル基の少なくとも一方とを有するものが好ましい。
　さらには、前記樹脂成分としては、ジカルボン酸モノエステル単位を有する重合体から
なる樹脂成分（ａ９）も好ましい。
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【０１７０】
　前記（ａ８）は、換言すれば、下記一般式（４２）で表される構成単位を少なくとも有
する樹脂成分である。
【化２０】

【０１７１】
　一般式（４２）中、Ｒ13は水素原子、Ｃ１～Ｃ６のアルキル基、もしくはボルニル基、
アダマンチル基、テトラシクロドデシル基、トリシクロデシル基等の多環式環骨格を有す
るアルキル基である。
【０１７２】
　このような樹脂の例としては、α－（ヒドロキシアルキル）アクリル酸およびα－（ヒ
ドロキシアルキル）アクリル酸アルキルエステルの中から選ばれる少なくとも1種のモノ
マーの重合体（単独重合体または共重合体）（ａ８－１）、およびα－（ヒドロキシアル
キル）アクリル酸およびα－（ヒドロキシアルキル）アクリル酸アルキルエステルの中か
ら選ばれる少なくとも１種のモノマーと、他のエチレン性不飽和カルボン酸およびエチレ
ン性不飽和カルボン酸エステルの中から選ばれる少なくとも１種のモノマーとの共重合体
（ａ８－２）などが好ましく挙げられる。
【０１７３】
　上記重合体（ａ８－１）としては、α－（ヒドロキシアルキル）アクリル酸とα－（ヒ
ドロキシアルキル）アクリル酸アルキルエステルとの共重合体が好ましく、また、共重合
体（ａ８－２）としては、前記他のエチレン性不飽和カルボン酸やエチレン性不飽和カル
ボン酸エステルとして、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸アルキルエステルおよび
メタクリル酸アルキルエステルの中から選ばれる少なくとも１種を用いたものが好ましい
。
【０１７４】
　前記α－（ヒドロキシアルキル）アクリル酸やα－（ヒドロキシアルキル）アクリル酸
アルキルエステルにおけるヒドロキシアルキル基の例としては、ヒドロキシメチル基、ヒ
ドロキシエチル基、ヒドロキシプロピル基、ヒドロキシブチル基などの低級ヒドロキシア
ルキル基が挙げられる。これらの中でもエステルの形成しやすさからヒドロキシエチル基
やヒドロキシメチル基が好ましい。
【０１７５】
　また、α－（ヒドロキシアルキル）アクリル酸アルキルエステルのアルキルエステル部
分のアルキル基の例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ｎ－
ブチル基、ｓｅｃ－ブチル基、ｔｅｒｔ－ブチル基、アミル基などの低級アルキル基、ビ
シクロ［２．２．１］ヘプチル基、ボルニル基、アダマンチル基、テトラシクロ［４．４
．０．１2.5．１7.10］ドデシル基、トリシクロ［５．２．１．０2.6］デシル基などの橋
かけ型多環式環状炭化水素基などが挙げられる。エステル部分のアルキル基が多環式環状
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基の中で、特にメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基などの低級アルキル基の場合
、エステルを形成するアルコール成分として、安価で容易に入手しうるものが用いられる
ので好ましい。
【０１７６】
　低級アルキルエステルの場合は、カルボキシル基と同様にヒドロキシアルキル基とのエ
ステル化が起こるが、橋かけ型多環式環状炭化水素とのエステルの場合は、そのようなエ
ステル化が起こりにくい。そのため、橋かけ型多環式環状炭化水素とのエステルを樹脂中
に導入する場合、同時に樹脂側鎖にカルボキシル基があると好ましい。
【０１７７】
　一方、前記（ａ８－２）における他のエチレン性不飽和カルボン酸やエチレン性不飽和
カルボン酸エステルの例としては、アクリル酸、メタクリル酸、マレイン酸、フマル酸な
どの不飽和カルボン酸、これらの不飽和カルボン酸のメチル、エチル、プロピル、イソプ
ロピル、ｎ－ブチル、イソブチル、ｎ－ヘキシル、オクチルエステルなどのアルキルエス
テルなどが挙げられる。また、エステル部分のアルキル基として、ビシクロ［２．２．１
］ヘプチル基、ボルニル基、アダマンチル基、テトラシクロ［４．４．０．１2.5．１7.1

0］ドデシル基、トリシクロ［５．２．１．０2.6］デシル基などの橋かけ型多環式環状炭
化水素基を有するアクリル酸またはメタクリル酸のエステルも用いることができる。これ
らの中で、安価で容易に入手できることから、アクリル酸およびメタクリル酸、あるいは
、これらのメチル、エチル、プロピル、ｎ－ブチルエステルなどの低級アルキルエステル
が好ましい。
【０１７８】
　前記樹脂成分（ａ８－２）の樹脂においては、α－（ヒドロキシアルキル）アクリル酸
およびα－（ヒドロキシアルキル）アクリル酸アルキルエステルの中から選ばれる少なく
とも1種のモノマー単位と他のエチレン性不飽和カルボン酸およびエチレン性不飽和カル
ボン酸エステルの中から選ばれる少なくとも１種のモノマー単位との割合は、モル比で２
０：８０ないし９５：５の範囲、特に５０：５０ないし９０：１０の範囲が好ましい。両
単位の割合が上記範囲にあれば、分子内または分子間でエステルを形成しやすく、良好な
レジストパターンが得られる。
【０１７９】
　また、前記樹脂成分（ａ９）は、下記一般式（４３）または（４４）で表される構成単
位を少なくとも有する樹脂成分である。
【０１８０】
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【化２１】

【０１８１】
　一般式（４３）、（４４）中、Ｒ14およびＲ15は炭素数０～８のアルキル鎖を表し、Ｒ

16は少なくとも２以上の脂環式構造を有する置換基を表し、Ｒ17およびＲ18は水素原子、
または炭素数１～８のアルキル基を表す。
【０１８２】
　このようなジカルボン酸モノエステルモノマー単位を有する樹脂成分を用いたネガ型レ
ジスト組成物は、解像性が高く、ラインエッジラフネスが低減される点で好ましい。また
、膨潤耐性が高く、液浸露光プロセスにおいてはより好ましい。このようなジカルボン酸
モノエステル化合物としては、フマル酸、イタコン酸、メサコン酸、グルタコン酸、トラ
ウマチン酸等が挙げられる。
【０１８３】
　さらに、上記ジカルボン酸モノエステル単位を有する樹脂としては、ジカルボン酸モノ
エステルモノマーの重合体または共重合体（ａ９－１）、およびジカルボン酸モノエステ
ルモノマーと、前述したα－（ヒドロキシアルキル）アクリル酸、α－（ヒドロキシアル
キル）アクリル酸アルキルエステル、他のエチレン性不飽和カルボン酸およびエチレン性
不飽和カルボン酸エステルの中から選ばれる少なくとも１種のモノマーとの共重合体（ａ
９－２）などが好ましく挙げられる。上記ネガ型レジストに用いられる樹脂成分は、単独
で用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよい。また樹脂成分の重量平均分子
量は１０００～５００００、好ましくは２０００～３００００である。
【０１８４】
　上記樹脂の中で、アクリル系樹脂（（ａ１）～（ａ４））を用いたポジ型レジストにつ
いては、比較的水液浸耐性のある樹脂を含むポジ型レジストであるが、液浸露光における
限界解像の寸法に近づくほど、パターンの解像性が劣化しやすくなる。この解像性劣化を
促す要因は一つではなく、そのような要因を除去するために、本発明の保護膜を形成して
浸漬液とレジスト膜を完全に分離することは極めて有効である。
【０１８５】
　また、シルセスキオキサン系樹脂（（ａ６）および（ａ７））を用いたポジ型レジスト
、あるいは特定の樹脂（ａ８）および／または（ａ９）を用いたネガ型レジストについて
は、上記アクリル系樹脂を用いたポジ型レジストに比べ、液浸耐性が低いものと考えられ
、本発明の保護膜を用いることにより液浸露光への適正を向上せしめることが可能となる
。
【０１８６】
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　さらには、シクロオレフィン系樹脂を用いた場合、液浸露光耐性が非常に低いことが知
られており、パターン形成自体が不可能となる。このような樹脂を含むポジ型レジストを
用いた場合であっても、本発明の保護膜を用いることにより液浸露光への適用を可能とす
ることができる。
【０１８７】
　また、上記ポジ型あるいはネガ型レジスト用の樹脂成分と組み合わせて用いる酸発生剤
としては、従来化学増幅型レジストにおける酸発生剤として公知のものの中から任意のも
のを適宜選択して用いることができる。
【０１８８】
　前記酸発生剤の具体例としては、ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネ
ート、（４－メトキシフェニル）フェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート
、ビス（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート
、トリフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、（４－メトキシフェニル
）ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、（４－メチルフェニル）ジ
フェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、（４－メチルフェニル）ジフェ
ニルスルホニウムノナフルオロブタンスルホネート、（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）
ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムノナ
フルオロブタンスルホネート、ビス（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）ヨードニウムノナ
フルオロブタンスルホネート、トリフェニルスルホニウムノナフルオロブタンスルホネー
ト、（４－トリフルオロメチルフェニル）ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンス
ルホネート、（４－トリフルオロメチルフェニル）ジフェニルスルホニウムノナフルオロ
ブタンスルホネート、トリ（ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）スルホニウムトリフルオロ
メタンスルホネートなどのオニウム塩などが挙げられる。
【０１８９】
　オニウム塩のなかでも、トリフェニルスルホニウム塩は、分解しにくく有機ガスを発生
しにくいので、好ましく用いられる。トリフェニルスルホニウム塩の配合量は、酸発生剤
の合計に対し、好ましくは５０～１００モル％、より好ましくは７０～１００モル％、最
も好ましくは１００モル％とすることが好ましい。
【０１９０】
　また、トリフェニルスルホニウム塩のうち、特に、下記一般式（４５）で表される、パ
ーフルオロアルキルスルホン酸イオンをアニオンとするトリフェニルスルホニウム塩は、
高感度化できるので、好ましく用いられる。
【０１９１】
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【化２２】

【０１９２】
　一般式（４５）中、Ｒ19、Ｒ20、Ｒ21は、それぞれ独立に、水素原子、炭素数１～８、
好ましくは１～４の低級アルキル基、または塩素、フッ素、臭素等のハロゲン原子であり
；pは１～１２、好ましくは１～８、より好ましくは１～４の整数である。
【０１９３】
　上記酸発生剤は単独で用いてもよいし、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
　その配合量は、前述の樹脂成分１００質量部に対し、０．５質量部、好ましくは１～１
０質量部とされる。０．５質量部未満ではパターン形成が十分に行われないし、３０質量
部を超えると、均一な溶液が得られにくく、保存安定性が低下する原因となるおそれがあ
る。
【０１９４】
　また、前記ポジ型あるいはネガ型レジスト組成物は、前記樹脂成分と酸発生剤と、後述
する任意の成分を、好ましくは有機溶剤に溶解させて製造される。
【０１９５】
　有機溶剤としては、前記樹脂成分と酸発生剤を溶解し、均一な溶液とすることができる
ものであればよく、従来化学増幅型レジストの溶剤として公知のものの中から任意のもの
を１種または２種以上適宜選択して用いることができる。
【０１９６】
　例えば、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、メチルイソアミルケトン
、２－ヘプタノンなどのケトン類や、エチレングリコール、エチレングリコールモノアセ
テート、ジエチレングリコール、ジエチレングリコールモノアセテート、プロピレングリ
コール、プロピレングリコールモノアセテート、ジプロピレングリコール、またはジプロ
ピレングリコールモノアセテートのモノメチルエーテル、モノエチルエーテル、モノプロ
ピルエーテル、モノブチルエーテルまたはモノフェニルエーテルなどの多価アルコール類
およびその誘導体や、ジオキサンのような環式エーテル類や、乳酸メチル、乳酸エチル、
酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ブチル、ピルピン酸メチル、ピルピン酸エチル、メトキシ
プロピオン酸メチル、エトキシプロピオン酸エチルなどのエステル類などを挙げることが
できる。これらの有機溶剤は単独で用いてもよく、２種以上の混合溶剤として用いてもよ
い。
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【０１９７】
　また、このようなポジ型あるいはネガ型レジストにおいては、レジストパターン形状、
経時安定性などを向上させるために、さらに、クエンチャーとして、公知のアミン好まし
くは、第２級低級脂肪族アミンや第３級低級脂肪族アミン等や、有機カルボン酸やリンの
オキソ酸などの有機酸を含有させることができる。
【０１９８】
　前記低級脂肪族アミンとは、炭素数５以下のアルキルまたはアルキルアルコールのアミ
ンを言い、この第２級や第３級アミンの例としては、トリメチルアミン、ジエチルアミン
、トリエチルアミン、ジ－ｎ－プロピルアミン、トリ－ｎ－プロピルアミン、トリベンチ
ルアミン、ジエタノールアミン、トリエタノールアミンなどが挙げられるが、特にトリエ
タノールアミンのようなアルカノールアミンが好ましい。これらは単独で用いてもよいし
、２種以上を組み合わせて用いてもよい。これらのアミンは、前記樹脂成分に対して、通
常０．０１～２．０質量％の範囲で用いられる。
【０１９９】
　前記有機カルボン酸としては、例えば、マロン酸、クエン酸、リンゴ酸、コハク酸、安
息香酸、サリチル酸などが好適である。
【０２００】
　前記リンのオキソ酸若しくはその誘導体としては、リン酸、リン酸ジ－ｎ－ブチルエス
テル、リン酸ジフェニルエステルなどのリン酸またはそれらのエステルのような誘導体、
ホスホン酸、ホスホン酸ジメチルエステル、ホスホン酸‐ジ－ｎ－ブチルエステル、フェ
ニルホスホン酸、ホスホン酸ジフェニルエステル、ホスホン酸ジベンジルエステルなどの
ホスホン酸およびそれらのエステルのような誘導体、ホスフィン酸、フェニルホスフィン
酸などのホスフィン酸およびそれらのエステルのような誘導体が挙げられ、これらの中で
特にホスホン酸が好ましい。
【０２０１】
　前記有機酸は、樹脂成分１００質量部当り０．０１～５．０質量部の割合で用いられる
。これらは単独で用いてもよいし、２種以上を組み合わせて用いてもよい。これらの有機
酸は、好ましくは前記アミンと等モル以下の範囲で用いられる。
【０２０２】
　本発明の液浸露光プロセスに用いられるレジスト膜を形成するポジ型レジスト組成物に
は、さらに所望により混和性のある添加剤、例えばレジスト膜の性能を改良するための付
加的樹脂、塗布性を向上させるための界面活性剤、溶解抑制剤、可塑剤、安定剤、着色剤
、ハレーション防止剤などを添加含有させることができる。
【０２０３】
　さらには、本発明の液浸露光プロセスに用いられるレジスト膜を形成するネガ型レジス
ト組成物においては、いっそう架橋密度を向上させ、レジストパターンの形状や解像性や
耐ドライエッチング性を向上させる目的で、必要に応じて架橋剤を配合しても良い。
【０２０４】
　この架橋剤としては、特に制限はなく、従来化学増幅型のネガ型レジストにおいて使用
されている公知の架橋剤の中から、任意のものを適宜選択して用いることができる。この
架橋剤の例としては、２，３－ジヒドロキシ－５－ヒドロキシメチルノルボルナン、２－
ヒドロキシ－５，６－ビス（ヒドロキシメチル）ノルボルナン、シクロヘキサンジメタノ
ール、３，４，８（または９）－トリヒドロキシトリシクロデカン、２－メチル－２－ア
ダマンタノール、１，４－ジオキサン－２，３－ジオール、１，３，５－トリヒドロキシ
シクロヘキサンなどのヒドロキシル基またはヒドロキシアルキル基あるいはその両方を有
する脂肪族環状炭化水素またはその含酸素誘導体、およびメラミン、アセトグアナミン、
ベンゾグアナミン、尿素、エチレン尿素、グリコールウリルなどのアミノ基含有化合物に
ホルムアルデヒドまたはホルムアルデヒドと低級アルコールを反応させ、該アミノ基の水
素原子をヒドロキシメチル基または低級アルコキシメチル基で置換した化合物、具体的に
はヘキサメトキシメチルメラミン、ビスメトキシメチル尿素、ビスメトキシメチルビスメ
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トキシエチレン尿素、テトラメトキシメチルグリコールウリル、テトラブトキシメチルグ
リコールウリルなどを挙げることができるが、特に好ましいのはテトラブトキシメチルグ
リコールウリルである。これら架橋剤は単独で用いてもよいし、２種以上を組み合わせて
用いてもよい。
【０２０５】
　さらに、酸の存在下で分解（例えば、加水分解される）されることにより、アルカリ可
溶性が増大する低分子量化合物である溶解抑止剤を添加してもよい。溶解抑止剤は、露光
後の不溶部分の現像液による溶解作用を抑止することができる。現像が幾分過度になった
場合は、まずパターントップの角部分の溶解が進みやすいが、溶解抑止剤を添加しておけ
ば、前記パターントップ角部の溶解を防止することができ、パターンのコントラストを良
好に確保することができる。
【０２０６】
　レジスト膜の材料に用いる溶解抑止剤は、例えば、分子量２００～５００の少なくとも
ひとつの芳香族環または脂肪族環を有するフェノール性水酸基、アルコール性水酸基、カ
ルボキシル基の官能基に酸の存在下で解離し得、アルカリに対する溶解抑制能を有する一
種以上の置換基を導入した化合物を挙げることができる。このような酸解離性置換基とし
ては、例えば、第３級アルキル基、第３級アルコキシカルボニル基、第３級アルコキシカ
ルボニルアルキル基、鎖状または環状のアルコキシアルキル基等を挙げることができる。
【０２０７】
　具体的には、ｔｅｒｔ－ブチル基のような第３級アルキル基、ｔｅｒｔ－ブトキシカル
ボニル基のような第３級アルコキシカルボニル基、ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルメチル
基のような第３級アルコキシカルボニルアルキル基、メトキシメチル基、１－エトキシエ
チル基、１－プロポキシエチル基のような鎖状アルコキシアルキル基、テトラヒドロピラ
ニル基、テトラヒドロフラニル基のような環状アルコキシアルキル基等が挙げられる。
【０２０８】
　そのような溶解抑制剤としては、リトコール酸のような胆汁酸のカルボキシル基の水素
原子を第３級アルキル基で置換した化合物や次のようなフッ素原子を有する化合物（溶解
抑止剤）を挙げることができる。特には、後者のフッ素原子を有する化合物がパターン形
状に優れ好ましい。該溶解抑止剤は、フッ素原子を含有するため、Ｆ2エキシマレーザー
光に対するレジスト膜の透明性をより高めることが、レジストパターン形状に優れるので
、好ましい。
【０２０９】
　このような溶解抑止剤における酸解離性置換基としては、例えば、第３級アルキル基、
第３級アルコキシカルボニル基、第３級アルコキシカルボニルアルキル基、鎖状または環
状のアルコキシアルキル基等を挙げることができる。具体的にはｔｅｒｔ－ブチル基のよ
うな第３級アルキル基、ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニル基のような第３級アルコキシカル
ボニル基、ｔｅｒｔ－ブトキシカルボニルメチル基第３級アルコキシカルボニルアルキル
基、メトキシメチル基、ｔｅｒｔ－アミルオキシメチル基、4-ｔｅｒｔブチル－シクロヘ
キシルオキシメチル基のような鎖状、分岐状または環状の炭素数１～１５のアルキルオキ
シメチル基が挙げられる。
【０２１０】
　レジスト組成物における溶解抑止剤の添加量は、主成分ポリマー１００重量部に対して
、２～３０重量部、好ましくは３～１０重量部が適当である。
【０２１１】
　（IＶ）レジストパターン形成方法
　次に、本発明の保護膜を用いた液浸露光法によるレジストパターン形成方法について、
説明する。
　まず、シリコンウェーハ等の基板上に、慣用のレジスト組成物をスピンナーなどで塗布
した後、プレベーク（ＰＡＢ処理）を行う。
　なお、基板とレジスト組成物の塗布層との間には、有機系または無機系の反射防止膜を
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設けた２層積層体とすることもできる。
【０２１２】
　ここまでの工程は、周知の手法を用いて行うことができる。操作条件等は、使用するレ
ジスト組成物の組成や特性に応じて適宜設定することが好ましい。
【０２１３】
　次に、上記のようにして硬化されたレジスト膜（単層、複数層）の表面に、本発明の保
護膜形成材料を均一に塗布した後、硬化させることによって、レジスト保護膜を形成する
。
【０２１４】
　このようにして保護膜により覆われたレジスト膜が形成された基板を、非水性の屈折率
液体（空気の屈折率よりも大きい屈折率を有する液体）中に、液浸する。
【０２１５】
　この液浸状態の基板のレジスト膜に対して、所望のマスクパターンを介して選択的に露
光を行う。したがって、このとき、露光光は、屈折率液体と保護膜とを通過してレジスト
膜に到達することになる。
【０２１６】
　このとき、レジスト膜は保護膜によって、屈折率液体から完全に遮断されており、屈折
率液体の侵襲を受けて膨潤等の変質を被ることも、逆に屈折率液体中に成分を溶出させて
屈折率液体の屈折率等の光学的特性を変質させることもない。
【０２１７】
　この場合の露光に用いる波長は、特に限定されず、ＡｒＦエキシマレーザー、ＫｒＦエ
キシマレーザー、Ｆ2エキシマレーザー、ＥＵＶ（極紫外線）、ＶＵＶ（真空紫外線）、
電子線、Ｘ線、軟Ｘ線などの放射線を用いて行うことができる。それは、主に、レジスト
膜の特性によって決定される。
【０２１８】
　上記のように、本発明のレジストパターン形成方法においては、露光時に、レジスト膜
上に、空気の屈折率よりも大きい屈折率を有する非水性液体（屈折率液体）を介在させる
。このような非水性液体（屈折率液体）としては、例えば、フッ素系液体が挙げられる。
【０２１９】
　また、使用する非水性液体（屈折率液体）の屈折率としては、「空気の屈折率よりもい
」範囲内であれば、特に制限されない。なお、将来、屈折率が、最低１．５、好ましくは
１．７以上の非水性液体が実用化されれば、その非水性液体との組み合わせにおいて露光
波長の大幅なシュリンクが予想されるため、本発明は最も効果を発揮しうる。
【０２２０】
　前記液浸状態での露光工程が完了したら、次いで、露光したレジスト膜に対してＰＥＢ
（露光後加熱）を行い、続いて、アルカリ性水溶液からなるアルカリ現像液を用いて現像
処理し、現像処理と同時に保護膜を除去する。ただし、ここでいうＰＥＢは、保護膜の剥
離工程前に行っても良い。また、現像処理に続いてポストベークを行っても良い。そして
、好ましくは純水を用いてリンスを行う。この水リンスは、例えば、基板を回転させなが
ら基板表面に水を滴下または噴霧して、基板上の現像液および該現像液によって溶解した
レジスト組成物を洗い流す。そして、乾燥を行うことにより、レジスト膜がマスクパター
ンに応じた形状にパターニングされた、レジストパターンが得られる。
【０２２１】
　このようにしてレジストパターンを形成することにより、微細な線幅のレジストパター
ン、特にピッチが小さいラインアンドスペースパターンを良好な解像度により製造するこ
とができる。なお、ここで、ラインアンドスペースパターンにおけるピッチとは、パター
ンの線幅方向における、レジストパターン幅とスペース幅の合計の距離をいう。
【実施例】
【０２２２】
　以下、実施例に基づき、本発明についてさらに詳細に説明する。なお、本発明は下記実
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【０２２３】
　評価試験１
　（実施例１）
　下記の樹脂成分、酸発生剤、および含窒素有機化合物を有機溶剤に均一に溶解し、ポジ
型レジスト組成物１を調整した。樹脂成分としては、下記化学式に（４６）、（４７）示
した２種の構成単位からなる共重合体１００質量部を用いた。樹脂成分の調製に用いた各
構成単位ｍ、ｎの比は、ｍ＝５０モル％、ｎ＝５０モル％とした。調製した樹脂成分の質
量平均分子量は１００００であった。
【０２２４】
【化２３】

【０２２５】
　一般式（４６）および（４７）中、Ｒは、－ＣＨ2ＯＣＨ3、あるいは、－Ｈであり、そ
のうち、－ＣＨ2ＯＣＨ3基が２０％、－Ｈが８０％である。
【０２２６】
　前記酸発生剤としては、下記化学式（４８）で表すものを５．０質量部を用いた。
【０２２７】



(39) JP 4265766 B2 2009.5.20

10

20

30

40

50

【化２４】

【０２２８】
　また、前記有機溶媒としては、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート（
ＰＧＭＥＡ）を用いた。
　さらに、前記含窒素有機化合物としては、トリイソプロパノールアミン０．４質量部、
およびサリチル酸０．１質量部を用いた。
　また、溶解抑制剤としては、次の化学式(４９)で表されるフッ素化合物５質量部用いた
。
【０２２９】
【化２５】

【０２３０】
　上記のようにして製造したポジ型レジスト組成物１を用いて、レジストパターンの形成
を行った。まず、有機系反射防止膜組成物「ＡＲ－１９」（商品名、Ｓｈｉｐｌｅｙ社製
）をスピナーを用いてシリコンウェハー上に塗布し、ホットプレート上で２１５℃、６０
秒間焼成して乾燥させることにより、膜厚８２ｎｍの有機系反射防止膜を形成した。そし
て、この反射防止膜上に、前記ポジ型レジスト組成物１をスピナーを用いて塗布し、ホッ
トプレート上で９０℃、９０秒間プレベークして、乾燥させることにより、反射防止膜上
に膜厚２５０ｎｍのレジスト膜を形成した。
【０２３１】
　一方、パーフルオロオクチルスルホン酸（Ｃ8Ｆ17ＳＯ3Ｈ）であるＥＦ－１０１（トー
ケムプロダクツ（株）製）の２０重量％水溶液５００ｇとモノエタノールアミンの２０重
量％水溶液８０ｇを混合した。その混合溶液２５ｇを１０重量％ポリビニルピロリドン水
溶液２０ｇに添加し、得られた水溶液に純水を加えて全体を２００ｇとして液浸露光プロ
セス用レジスト保護膜形成用材料を調製した。なお、このレジスト保護膜形成用材料のｐ
Ｈは２．７であった。
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【０２３２】
　前記レジスト膜上に、前記レジスト保護膜形成用材料を塗布し、９０℃にて９０秒間加
熱乾燥し、膜厚６５ｎｍのレジスト保護膜を形成した。
【０２３３】
　次に、マスクパターンを介して、露光装置ＮＳＲ－Ｓ３０２Ｂ（ニコン社製、ＮＡ（開
口数）＝０．６０、σ＝０．７５）により、ＡｒＦエキシマレーザー（波長１９３ｎｍ）
を用いて、パターン光を照射（露光）した。その後、さらに２３℃にて２．３８質量％テ
トラメチルアンモニウム水溶液からなるアルカリ現像液で６０秒間現像した。
【０２３４】
　このようにして得た１３０ｎｍのラインアンドスペースが１：１となるレジストパター
ンを走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）により観察したところ、このパターンプロファイルは良
好なものであり、ゆらぎ等は全く観察されなかった。また、露光感度（Ｅｓｉｚｅ）は１
８．５５ｍＪ／ｃｍ2であった。
【０２３５】
　（実施例２）
　実施例１で用いた液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料において、モノエタノ
ールアミンを減量して、ｐＨが２．４９の同材料を調製した。
【０２３６】
　このｐＨ２．４９のレジスト保護膜形成用材料を用いた以外は後述の実施例４と同様に
して得た１３０ｎｍのラインアンドスペースが１：１となるレジストパターンを走査型電
子顕微鏡（ＳＥＭ）により観察したところ、このパターンプロファイルはパターン膜減り
の小さい良好なものであり、ゆらぎ等は全く観察されなかった。また、露光感度（Ｅｓｉ
ｚｅ）は１３．２１ｍＪ／ｃｍ2であり、通常のドライプロセスにおける感度に対する変
化量は２．６％でフッ素系液体を滴下しない場合との差は小さいものであった。
【０２３７】
　（実施例３）
　実施例１と同様にレジスト保護膜を形成し、パターン光を照射（露光）した。次に、液
浸露光処理として、該露光後のレジスト膜を設けたシリコンウェハーを回転させながら、
レジスト膜上に２３℃にてフッ素系液体であるパーフルオロ（２－ブチルテトラヒドロフ
ラン）を１分間滴下し続けた。この部分の工程は、実際の製造プロセスでは、完全液浸状
態にて露光する工程であるが、先の液浸露光法に対する分析に基づいて、光学系における
露光自体は完全に行われることは理論的にも保証されるので、先にレジスト膜を露光して
おき、液浸液のレジスト膜への影響のみを評価できるように、露光後に屈折率液体（液浸
液）であるフッ素系液体をレジスト膜に負荷させるという簡略的な構成としている。以後
の操作は、実施例１と同様に行なった。
【０２３８】
　得られた１３０ｎｍのラインアンドスペースが１：１となるレジストパターンを走査型
電子顕微鏡（ＳＥＭ）により観察したところ、このパターンプロファイルは良好なもので
あり、ゆらぎ等は全く観察されなかった。また、露光感度（Ｅｓｉｚｅ）は１８．５４ｍ
Ｊ／ｃｍ2であり、通常のドライプロセスにおける感度に対する変化量は０．０５％でフ
ッ素系液体を滴下しない場合と殆ど差がなかった。
【０２３９】
　（実施例４）
　液浸露光処理として、フッ素系液体であるパーフルオロトリプロピルアミンを１分間滴
下した以外は、実施例３と同様に行なった。
【０２４０】
　得られた１３０ｎｍのラインアンドスペースが１：１となるレジストパターンを走査型
電子顕微鏡（ＳＥＭ）により観察したところ、このパターンプロファイルは良好なもので
あり、ゆらぎ等は全く観察されなかった。また、露光感度（Ｅｓｉｚｅ）は１９．０３ｍ
Ｊ／ｃｍ2であり、通常のドライプロセスにおける感度に対する変化量は２．６％でフッ
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素系液体を滴下しない場合との差は小さいものであった。
【０２４１】
　評価試験２
　（実施例５）
　実施例１のポジ型レジスト組成物において用いた一般式（４６）および（４７）で表さ
れる樹脂成分１００重量部、酸発生剤としてトリフェニルスルホニウムノナフルオロブタ
ンスルホネートを２．０重量部、アミン類であるトリドデシルアミンを０．６重量部、固
形分濃度が８．５重量％のプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート溶液とな
るよう溶解させて、均一な溶液として、ポジ型レジスト組成物を得た。
【０２４２】
　上記のようにして製造したポジ型レジスト組成物を用いて、レジストパターンの形成を
行った。まず、有機系反射防止膜組成物「ＡＲ－１９」（商品名、シプレー社製）を、ス
ピンナーを用いてシリコンウェーハ上に塗布し、ホットプレート上で２１５℃、６０秒間
焼成して乾燥させることにより、膜厚８２ｎｍの有機系反射防止膜を形成した。そして、
上記で得られたポジ型レジスト組成物をスピンナーを用いて反射防止膜上に塗布し、ホッ
トプレート上で９５℃、９０秒間プレベークして、乾燥させることにより、反射防止膜上
に膜厚１０２ｎｍのレジスト層を形成した。次いで、レジスト膜とフッ素系溶媒の間に実
施例２で用いた保護膜形成用材料を塗布し、９５℃にて６０秒間加熱乾燥し、膜厚３５ｎ
ｍの保護膜を形成した。
【０２４３】
　そして、浸漬露光は、ニコン社作成の実験装置を用いて、プリズムとパーフルオロトリ
プロピルアミンからなるフッ素系溶媒と１９３ｎｍの２本の光束干渉による実験（二光束
干渉実験）を行った。同様の方法は、前記非特許文献２にも開示されており、実験室レベ
ルで簡易にＬ＆Ｓパターンが得られる方法として公知である。
【０２４４】
　本実施例５における浸漬露光においては、保護膜上面とプリズム下面との間に浸漬溶媒
として、上記フッ素系溶媒層を形成した。
　なお、露光量は、Ｌ＆Ｓパターンが安定して得られる露光量を選択し、マスクを介して
露光した後、上記フッ素系溶媒を拭き取り、次に１１５℃で９０秒間の条件でＰＥＢ処理
した。その後、さらに２３℃にて２．３８質量％テトラメチルアンモニウムヒドロキシド
水溶液で６０秒間現像処理を行った。
【０２４５】
　その結果、９０ｎｍのライアンドスペース（１：１）が得られていることがわかった。
また、その際の感度は１０．４ｍＪ／ｃｍ2そのパターン形状は、矩形状の良好なもので
あった。
【０２４６】
　（実施例６）
　実施例５において、レジスト膜厚を１０２ｎｍから１２５ｎｍに変えた以外は、実施例
４と同様にして、二光束干渉実験によるパターン形成を行った。
【０２４７】
　その結果、６５ｎｍのライアンドスペース（１：１）が得られていることがわかった。
また、その際の感度は７．３ｍＪ／ｃｍ2そのパターン形状は矩形状の非常に良好なもの
であった。
【０２４８】
　（実施例７）
　実施例６において使用したポジ型レジスト組成物を、下記の樹脂成分、酸発生剤、およ
び含窒素有機化合物を有機溶剤に均一に溶解したポジ型レジスト組成物に変更した。また
、プレベーク温度を１２５℃とし、レジスト膜厚を９５ｎｍに変えた以外は、実施例６と
同様にして、二光束干渉実験によるパターン形成を行った。
【０２４９】
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　前記ポジ型レジスト組成物の樹脂成分としては、以下、一般式（５０）、（５１）、（
５２）に示した３種の構成単位からなるメタクリル酸エステル・アクリル酸エステルの共
重合体１００質量部を用いた。樹脂成分の調製に用いた各構成単位のｐ、ｑ、ｒの比は、
ｐ＝５０モル％、ｑ＝３０モル％、ｒ＝２０モル％とした。調製した樹脂成分の質量平均
分子量は１００００であった。
【０２５０】
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【化２６】

【０２５１】
　酸発生剤としては、トリフェニルスルホニウムノナフルオロブタンスルホネート３．５
質量部と、（４－メチルフェニル）ジフェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネ
ート１．０質量部を用いた。また、有機溶媒としては、プロピレングリコールモノメチル
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エーテルアセテートと乳酸エチルの混合溶媒１９００質量部との混合溶媒（質量比６：４
）を用いた。さらに、前記含窒素有機化合物としては、トリエタノールアミン０．３質量
部を用いた。
【０２５２】
　その結果、９０ｎｍのライアンドスペース（１：１）が得られていることがわかった。
また、その際の感度は１４．８ｍＪ／ｃｍ2そのパターン形状は、矩形状の良好なもので
あった。
　（比較例１）
　実施例１のポジ型レジスト組成物において用いた一般式（４６）および（４７）で表さ
れる樹脂成分１００重量部、酸発生剤としてトリフェニルスルホニウムノナフルオロブタ
ンスルホネートを２．０重量部、アミン類であるトリドデシルアミンを０．６重量部、固
形分濃度が８．５重量％のプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート溶液とな
るよう溶解させて、均一な溶液として、ポジ型レジスト組成物を得た。
【０２５３】
　上記のようにして製造したポジ型レジスト組成物を用いて、レジストパターンの形成を
行った。まず、有機系反射防止膜組成物「ＡＲ－１９」（商品名、シプレー社製）を、ス
ピンナーを用いてシリコンウェーハ上に塗布し、ホットプレート上で２１５℃、６０秒間
焼成して乾燥させることにより、膜厚８２ｎｍの有機系反射防止膜を形成した。そして、
上記で得られたポジ型レジスト組成物をスピンナーを用いて反射防止膜上に塗布し、ホッ
トプレート上で９５℃、９０秒間プレベークして、乾燥させることにより、反射防止膜上
に膜厚１０２ｎｍのレジスト層を形成した。
【０２５４】
　そして、浸漬露光は、ニコン社作成の実験装置を用いて、プリズムとパーフルオロトリ
プロピルアミンからなるフッ素系溶媒と１９３ｎｍの２本の光束干渉による実験（二光束
干渉実験）を行った。同様の方法は、前記非特許文献２にも開示されており、実験室レベ
ルで簡易にＬ＆Ｓパターンが得られる方法として公知である。
【０２５５】
　本比較例１における浸漬露光においては、保護膜上面とプリズム下面との間に浸漬溶媒
として、上記フッ素系溶媒層を形成した。
　なお、露光量は、Ｌ＆Ｓパターンが安定して得られる露光量を選択し、マスクを介して
露光した後、上記フッ素系溶媒を拭き取り、次に１１５℃で９０秒間の条件でＰＥＢ処理
した。その後、さらに２３℃にて２．３８質量％テトラメチルアンモニウムヒドロキシド
水溶液で６０秒間現像処理を行った。
【０２５６】
　その結果、６５ｎｍのライアンドスペース（１：１）が得られていることがわかった。
また、その際の感度は１１．３ｍＪ／ｃｍ2であり、そのパターン形状は、良好なもので
あったが、ややＴ－トップ形状であった。
【０２５７】
　評価試験３
　（実施例８）
　実施例１における液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料を用いて、クォーツ基
板上に回転塗布し、６０℃で６０秒間加熱し膜厚４０ｎｍのレジスト保護膜を設けた。こ
れを未露光保護膜という。他方、上記レジスト保護膜に対して露光装置ＮＳＲ－Ｓ３０２
Ｂ（ニコン社製、ＮＡ（開口数）＝０．６０，σ＝０．７５）により、ＡｒＦエキシマレ
ーザー（１９３ｎｍ）を用いて目視で確認できる大面積（約１０ｍｍ2）領域を露光した
。なお露光量は４０ｍＪ／ｃｍ2であった。これを露光保護膜という。
【０２５８】
　次いで、上記未露光塗膜と露光塗膜をパーフルオロ（２－ブチル－テトラヒドロフラン
）に液浸し、液浸した状態で水晶天秤（Ｑｕａｒｔｓ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｍｉｃｒｏｂａ
ｌａｎｃｅ）を用いた膜厚測定器であるＲＤＡ－ＱＺ３（リソテックジャパン社製）によ
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り、測定時間を６０秒間とし、両塗膜の膜厚の変化を測定した。
【０２５９】
　クォーツ基板の周波数変動を測定し、得られたデータは、付属の解析ソフトにて処理を
行った。試料における、露光・未露光での膜厚変動の違いを明らかにするため、液浸時間
０秒を基準とし、初期膜厚より薄くなれば負の値を、厚くなれば正の値を示すこととした
。現在シミュレーションされているイマージョンスキャナ実機における、１ショット露光
するために必要な時間が１０秒程度であるため、この１０秒間の膜厚変動値を数値化した
。
【０２６０】
　その結果、未露光保護膜の最大変動値（１０ｓ）は、－２．７５ｎｍ、一方、露光保護
膜の最大変動値（１０ｓ）は、２．０９であり、双方とも良好な結果が得られた。なお、
本実験法において、保護膜の増減が±５ｎｍ以内であれば良好な結果とされている。
【０２６１】
　（実験例９）
　液浸液を、パーフルオロトリプロピルアミンを用いたこと以外は、実験例８と同様にし
て行なった。その結果、未露光保護膜の最大変動値（１０ｓ）は、２．２２ｎｍ、一方、
露光保護膜の最大変動値（１０ｓ）は、０．５１であり、双方とも良好な結果が得られた
。
【０２６２】
　（実施例１０）
　実施例１で用いた液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料において、モノエタノ
ールアミンを減量して、ｐＨが２．７７の同材料を調製した。次いで、このｐＨ２．７７
のレジスト保護膜形成用材料を用いた以外は上述の実施例４と同様にして得た１３０ｎｍ
のラインアンドスペースが１：１となるレジストパターンを走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）
により観察したところ、このパターンプロファイルはパターン膜減りの小さい良好なもの
であり、ゆらぎ等は全く観察されなかった。また、露光感度（Ｅｓｉｚｅ）は、１３．１
６ｍＪ／ｃｍ2であり、通常のドライプロセスにおける感度に対する変化量は１．０％で
フッ素系液体を滴下していない場合との差は小さいものであった。
【産業上の利用可能性】
【０２６３】
　以上のように、本発明の液浸露光プロセス用レジスト保護膜形成用材料は、液浸露光プ
ロセスに有用であり、特に、非水性液体を介してレジスト膜へ選択的に光を照射する液浸
露光プロセスに適している。



(46) JP 4265766 B2 2009.5.20

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  脇屋　和正
            神奈川県川崎市中原区中丸子１５０番地　東京応化工業株式会社内

    審査官  古妻　泰一

(56)参考文献  特開２００５－００５５３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－０１５８５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－２３４５１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－０６９０９１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１２０９６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１６７３５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１３３９８４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２７５８３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第９９／０４９５０４（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｆ　　　７／１１　　　　
              Ｇ０３Ｆ　　　７／２０　　　　
              Ｇ０３Ｆ　　　７／３８　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　２１／０２７　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

